
殻構造義肢

47,500 ホスマー　51065 FS-25 肩関節バルクヘッド
47,500 ホスマー　51066 FS-50 肩関節バルクヘッド
47,500 ホスマー　51067 FS-75 肩関節バルクヘッド
66,000 ホスマー　51010 FAJ-100 ショルダージョイント
29,000 啓愛　KI-H-023-A 肩離断金具
66,000 ホスマー　52027 USJ-75 ユニバーサル肩ジョイント
66,000 ホスマー　52028 USJ-100 ユニバーサル肩ジョイント
42,600 ホスマー　53574 HFH-4 メタルフレキシブルヒンジ
42,600 ホスマー　53575 HFH-6 メタルフレキシブルヒンジ
36,000 ホスマー　51849 SP-75 前腕用筋金　小
36,000 ホスマー　51855 SP-100 前腕用筋金　中
41,800 ホスマー　51856 SP-100L 前腕用筋金　大
31,200 啓愛　KI-H-027-1 肘継手 鋼
8,500 啓愛　KI-H-027-2 肘継手 軽合金
9,600 啓愛　KI-H-030 前腕ステンレス製肘関節
11,300 小原　55C-011 鉄肘関節筋金　大
11,300 小原　55C-012 鉄肘関節筋金　小
8,500 小原　55C-021 ジュラ肘関節筋金　大
8,500 小原　55C-022 ジュラ肘関節筋金　小
7,300 小原　56C-021 ステン肘関節筋金（過伸展止付）
7,300 小原　56C-022 ステン肘関節筋金（フリージョイント）
5,700 日進医療器(株)　T-851-1 単軸ひじヒンジ継手　軽合金
5,800 日進医療器(株)　T-852-1 単軸ひじヒンジ継手　軽合金
14,000 小原　56C-031 固定式肘関節筋金　右
14,000 小原　56C-032 固定式肘関節筋金　左
14,000 小原　56C-041 止付肘関節筋金　右
14,000 小原　56C-042 止付肘関節筋金　左

157,300 オットーボック　16X12 アウトサイドロッキングヒンジ
166,700 ホスマー　50989 FAH-100L リフトアシスト付ロッキングヒンジ

146,400 ホスマー　51000 リフトアシスト付ロッキング肘
39,100 ホスマー　51001 リフトアシスト付フリーヒンジ

117,600 ホスマー　53877/50776 E-500 アウトサイドロッキングヒンジ　大
117,600 ホスマー　53878/50777 E-500A アウトサイドロッキングヒンジ　大
117,600 ホスマー　53879/50853 E-1500 アウトサイドロッキングヒンジ　中
117,600 ホスマー　53880/50854 E-1500A アウトサイドロッキングヒンジ　中
117,600 ホスマー　53881/50915 E-2500 アウトサイドロッキングヒンジ　小
117,600 ホスマー　53882/50916 E-2500A アウトサイドロッキングヒンジ　小
126,600 ホスマー　53885/50883 E-600 スタンプアクションロッキングヒンジ　大

126,600 ホスマー　53886/50900 E-1600 スタンプアクションロッキングヒンジ
小

166,700 ホスマー　53887 FAH-100R リフトアシスト付ロッキングヒンジ

145,200 ホスマー　53888 リフトアシスト付ロッキング肘
39,400 ホスマー　53889 リフトアシスト付フリーヒンジ
51,600 啓愛　KI-H-059-A ロッキングヒンジ
66,000 ホスマー　51635 PC-50 ポリセントリック肘関節　小
40,700 ホスマー　51641 PC-75 ポリセントリック肘関節　中
40,100 ホスマー　51646 PC-100 ポリセントリック肘関節　大
21,300 啓愛　KI-H-024 前腕二重関節　鋼
9,300 啓愛　KI-H-025 前腕二重関節　軽合金
13,900 小原　55C-031 鉄二重肘関節筋金　大
13,900 小原　55C-032 鉄二重肘関節筋金　小
8,900 小原　55C-041 ジュラ二重肘関節筋金　大
8,900 小原　55C-042 ジュラ二重肘関節筋金　小
7,000 日進医療器(株)　T-850-1 多軸ひじヒンジ継手　軽合金
62,800 ホスマー　51500 MA-200 スライディングヒンジ
25,800 啓愛　KI-H-026-1 倍動肘関節
50,100 ホスマー　51478 MA-50 倍動筋金　小
53,300 ホスマー　51483 MA-75 倍動筋金　中
42,600 ホスマー　51485 MA-100 倍動筋金　大

382,500 オットーボック　12K42 能動義手用エルゴアーム
124,600 ホスマー　50556 E-50 ホスマー肘　小　外ケーブル式
124,600 ホスマー　50557 E-50A ホスマー肘　小　内ケーブル式
87,700 ホスマー　50558 E-50F フリクション

108,200 ホスマー　50606 E-200 ホスマー肘　中　外ケーブル式
42,600 ホスマー　50609/50752 E-460 リフトアシストユニット

117,900 ホスマー　50610 E-200A ホスマー肘　中　内ケーブル式
123,000 ホスマー　50613 E-200HD ホスマーブロック肘
108,200 ホスマー　50650 E-400 ホスマー肘　大　外ケーブル式
118,300 ホスマー　50651 E-400A ホスマー肘　大　内ケーブル式
122,200 ホスマー　50653 E-400HD 重作業用ブロック肘
185,600 ホスマー　60149 E-400XHD ダブルギアセクターSST
266,200 ホスマー　60665 Power-Bow ダブルギアセクター
119,300 ホスマー　61658 E-400HD ブロック肘
154,800 小原　50C-001 ホスマー型小原肘
42,600 オットーボック　12K19=40 手動単軸ブロック肘継手 小
53,500 オットーボック　12K5 手動単軸ブロック肘継手
24,300 佐藤　9-2 木製腕部セミなし　　販売中止 ただし２０２０

年度まで修理対応可能

11,700 啓愛　KI-H-032-1 上腕幹部用固定金具
193,600 啓愛　KI-H-031 上腕幹部 旧 (固定金具無)　販売中止 ただし２

０１９年度まで修理対応可能

86,500 啓愛　KI-H-032 上腕幹部 新 (固定金具無)
26,900 TRS　GREEKWRIST-SIZE グリークシリーズ　用リスト
9,900 オットーボック　10V18 面摩擦式　手継手　M12×1.5
11,200 オットーボック　10V36 面摩擦式　手継手　1/2“-20(インチ)
20,000 ホスマー　51622 OW-100 OWオーバルリスト　大
18,800 ホスマー　52117 WA-600 手関節離断用リスト
18,800 ホスマー　52119 WA-600A 手関節離断用リスト
15,500 ホスマー　52159 WE-500 エコノミーリスト　アルミニウム
26,200 ホスマー　52162 WE-500S エコノミーリスト　ステンレス
40,100 ホスマー　52163 WE-500SL 重作業用エコノミーリスト　ステンレ

ス

19,800 ホスマー　58690 WE-500LR エコノミーリスト
79,100 ホスマー　59463 重作業用チタンリスト

Ｂ　単軸ヒンジ

３　能動式

Ｃ　多軸ヒンジ式

手
継
手

Ａ　面摩擦式

１　リンク式Ｄ　倍動ヒンジ

２　歯車式

Ｅ　能動単軸ブ
ロック式

Ｆ　手動単軸ブ
ロック式

補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品

区分 名　　称 型　　　式
価 格

円
使　用　部　品 備　　　　考

義
手
用
部
品

Ａ　隔板式

Ｂ　屈曲・外転式

肩
継
手

Ｃ　ユニバーサル
式
Ａ　硬性たわみ式肘

継
手

Ｇ　作業用幹部式

１　遊動式

２　手動式



区分 名　　称 型　　　式
価 格

円
使　用　部　品 備　　　　考

58,700 ホスマー　59491 エコノミーリスト　チタン
6,700 啓愛　KI-H-014 能動手先用手首金具
9,900 小原　46C-011 リストメタル　大　小原式
9,900 小原　46C-013 リストメタル　大　米式
9,900 小原　46C-021 リストメタル　小　小原式
18,100 Hosmer　55108/55109/55110 CAPP Wrist
20,800 ホスマー　51618 OW-75N オーバルリスト　中
19,600 ホスマー　51623 OW-100N オーバルリスト　大
18,700 ホスマー　52147 WE-200N ナイロンフリクションリスト　小
18,700 ホスマー　52156 WE-300N ナイロンフリクションリスト　中
18,700 ホスマー　52160 WE-500N ナイロンフリクションリスト　大
78,200 ホスマー　52176 WF-50 APRL　子供用リスト
66,000 ホスマー　52371 18-00 シーラフレクションリスト
30,600 ホスマー　51043 FM-100 クイックチェンジリスト　鉄
86,300 ホスマー　51044 FM-100S クイックチェンジリスト
30,300 ホスマー　52127 WD-400 クイックチェンジリスト　アルミニウム

47,000 ホスマー　52128 WD-400S クイックチェンジリスト
93,100 ホスマー　53896 WD-400SS クイックチェンジリスト
66,000 ホスマー　58150/58151/58152 フリクションディスコネクトリスト

32,600 ホスマー　58297 FM-100LR クイックチェンジリスト
35,900 啓愛　KI-H-100 脱着リスト　大

117,300 オットーボック　10V39 屈曲手継手 回旋・迅速交換式
121,000 ディ・エム・ジャパン　X-

Finger-HAB
X-Finger ヒンジ部

51,300 ホスマー　51084 FW-300 屈曲リスト　中
49,800 ホスマー　51100 FW-500 屈曲リスト　大

116,500 ホスマー　51101 FW-500S 屈曲リスト
66,000 啓愛　KI-H-033 前腕幹部 旧 (固定金具付)
11,100 啓愛　KI-H-034 前腕幹部 新 (固定金具無)
17,000 啓愛　KI-H-034-1 前腕幹部用固定金具
14,200 オットーボック　10A30 アダプター　10V39用
3,800 オットーボック　10A40 木製リストコネクター
4,100 オットーボック　10R6 アタッチメントプレート
6,200 啓愛　KI-H-064 装飾用手部取付金具
7,600 佐藤　9-18 ネジプレート
42,600 オットーボック　8K22/8K23 随意開き式
83,500 オットーボック　8K26/8K27 随意閉じ式
84,400 ホスマー

61063/61064/61065/61066/6106
7/61068

SVOハンド

89,000 ホスマー
61483/61484/61485/61486/6148
7/61488

SVOハンド

65,400 ホスマー　71620 CAPPターミナルディバイス Regular
65,400 ホスマー　71630 CAPPターミナルディバイス Soft
65,400 ホスマー　71633 CAPPターミナルディバイス Heavy Duty

360,500 ホスマー　APRL APRLハンド、フック
44,000 啓愛　KI-H-050-1 ピッカーハンド用シャーシ
51,800 佐藤　7-2 ハンド型能動手掌（グローブなし）

296,200 ホスマー　52431/52432 シーラVOフック
278,300 ホスマー　52601/52602 APRL　VCフック
68,900 ホスマー　55004/55003 Model 5 ステンレス
67,600 ホスマー　55010/55009 Model 5Xステンレス　ネオブレン
68,900 ホスマー　55013/55012 Model 5XA アルミニウム　ネオブレン
80,100 ホスマー　55022/55021 Model 7 重作業用ステンレス
75,000 ホスマー　55029/55028 Model 8 ステンレス
92,800 ホスマー　55032/55031 Model 8X ステンレス　ネオブレン
70,400 ホスマー　55036/55035 Model 88X アルミニウム　ネオブレン
69,600 ホスマー　55044/55043 Model 99X アルミニウム　プラスチックコート

69,900 ホスマー　55051/55050 Model 10P アルミニウム　子供用
70,100 ホスマー　55054/55053 Model 10X アルミニウム　子供用
75,800 ホスマー　55057/55056 Model 12P ステンレス　子供用
53,900 啓愛　KI-H-012 フック ステンレス製
42,600 啓愛　KI-H-013 フック 軽合金製
36,000 オットーボック　8K18/8K19 パッシブハンド
18,400 オットーボック　8X18 インナーハンド　8E38/8E39　用
22,300 オットーボック　8X24 インナーハンド　8E44 用
17,500 啓愛　KI-H-050-2 ピッカーハンド用インナー
6,300 佐藤　4-8P1 パッシブフィンガー　1本指用
12,600 佐藤　4-8P2 パッシブフィンガー　2本指用
19,000 佐藤　4-8P3 パッシブフィンガー　3本指用
25,300 佐藤　4-8P4 パッシブフィンガー　4本指用
31,700 佐藤　4-8P5 パッシブフィンガー　5本指用
28,600 佐藤　5-8P パッシブハンドインナーのみ
53,300 佐藤　5-8S パッシブハンドインナーのみ（手関節掌背屈機能

付）

35,300 RSLスティーパー　SG-SIZE コスメチックグローブ　シリコン
31,700 RSLスティーパー　TG-SIZE コスメチックグローブPVC/トゥルーフィニッシュ

24,400 オズール　QA-xyz i-limb スキンアクティブTS
51,600 オズール　QN-xyz i-limb スキンナチュラル
18,800 オットーボック　8S11 電動義手用　成人用
44,800 オットーボック　8S11N コスメチックグラブ汚れ防止加工
35,500 オットーボック　8S20 電動義手用　小児用
66,500 オットーボック　8S501 アクソンスキンナチュラル

121,000 オットーボック　8S511 アクソンスキンシリコーン
121,000 オットーボック　8S711 bebionicグローブ
120,500 パシフィックサプライ　AR-01 メディカルボディ・指

42,600 ホスマー　APRL-G APRL用グローブ
30,900 ホスマー　DH-G ドーランス用グローブ

632,500 啓愛　K-H-057RC-SP スーパーリアルカラーハンド
762,500 啓愛　K-H-057RC-SPC スーパーリアルカラーハンド　Ｆコート仕様
14,400 啓愛　KI-H-050-3 ピッカーハンド用　装飾用手袋
35,600 啓愛　KI-H-056RC リアルカラーキャップ

133,100 啓愛　KI-H-056RCE-SP スーパーリアルカラーキャップ用連指延長部

Ｄ　装飾手袋（コ
スメチックグラ
ブ）

手
先
具

Ａ　能動ハンド

Ｂ　能動フック

Ｃ　装飾ハンド

Ｅ　作業用幹部式

手
継
手

Ｆ　手部コネクタ

Ｂ　軸摩擦式

Ｃ　迅速交換式

Ｄ　屈曲式

Ａ　面摩擦式



区分 名　　称 型　　　式
価 格

円
使　用　部　品 備　　　　考

55,800 啓愛　KI-H-056RC-N リアルカラーキャップ ネイルコーディネート

135,500 啓愛　KI-H-056RCR-SP スーパーリアルカラーキャップ用リング部
145,200 啓愛　KI-H-056RC-SP スーパーリアルカラーキャップ
174,200 啓愛　KI-H-056RC-SPC スーパーリアルカラーキャップ　Ｆコート仕様

43,300 啓愛　KI-H-75SI シリコンソケット差込式　販売中止 ただし２０
１９年度まで修理対応可能

32,900 佐藤　1-0X 肩部のみノーマルグローブXコート加工
25,700 佐藤　1-52 肩部のみカラーグローブ

101,200 佐藤　1-92 肩義手回転付カラーグローブ
94,900 佐藤　1-93 肩義手回転なしカラーグローブ
55,500 佐藤　2-3 上腕義手回転付〈オール塩ビ）
42,600 佐藤　2-4 上腕義手塩ビ回転なし
48,800 佐藤　2-452 前上腕部のみシルグローブ
31,400 佐藤　2-52 上腕部のみカラーグローブ
79,400 佐藤　2-92 上腕義手回転付カラーグローブ
75,100 佐藤　2-93 上腕義手回転なしカラーグローブ
48,300 佐藤　3-2 前腕部付手掌回転付
56,300 佐藤　3-2X 前腕部付手掌回転付　Xコート加工
40,600 佐藤　3-3 前腕部付手掌
44,300 佐藤　3-3X 前腕部付手掌　Xコート加工
42,200 佐藤　3-452 前腕部のみシルグローブ
24,000 佐藤　3-52 前腕部のみカラーグローブ

245,600 佐藤　370 シリコーン吸着式前腕シルグローブ
73,700 佐藤　3-92 前腕部付手掌回転付カラーグローブ
81,800 佐藤　3-92X 前腕部付手掌回転付（木部）カラーグローブX

コート加工

66,500 佐藤　3-93 前腕部付手掌回転なしカラーグローブ
73,700 佐藤　3-93X 前腕部付手掌回転なしカラーグローブXコート加

工

40,400 佐藤　4-1 手袋式（4,5本指）
46,100 佐藤　4-1X 手袋式（4,5本指）Xコート加工
29,800 佐藤　4-2 手袋式（2,3本指）
40,000 佐藤　4-2X 手袋式（2,3本指）Xコート加工
12,100 佐藤　4-3 手袋式（1本指）
18,700 佐藤　4-3X 手袋式（1本指）Xコート加工
28,000 佐藤　4-4 半手部式（4,5本指）

151,000 佐藤　4-45 全指手袋式シルグローブ（芯、マジック、シリコ
ンインナーソケット）

33,800 佐藤　4-4X 半手部式（4,5本指）Xコート加工
19,400 佐藤　4-5 半手部式（2,3本指）
25,400 佐藤　4-5X 半手部式（2,3本指）Xコート加工
12,100 佐藤　4-6 半手部式（1本指）
18,700 佐藤　4-6X 半手部式（1本指）Xコート加工
54,300 佐藤　4-91 手袋式（4,5本指）カラーグローブ
60,700 佐藤　4-91X 手袋式（4,5本指）カラーグローブXコート加工

45,800 佐藤　4-92 手袋式（2,3本指）カラーグローブ
52,300 佐藤　4-92X 手袋式（2,3本指）カラーグローブXコート加工

41,200 佐藤　4-93 手袋式（1本指）カラーグローブ
45,000 佐藤　4-93X 手袋式（1本指）カラーグローブXコート加工
53,000 佐藤　4-94 半手部式（4,5本指）カラーグローブ
60,100 佐藤　4-94X 半手部式（4,5本指）カラーグローブXコート加工

47,400 佐藤　4-95 半手部式（2,3本指）カラーグローブ
53,300 佐藤　4-95X 半手部式（2,3本指）カラーグローブXコート加工

41,200 佐藤　4-96 半手部式（1本指）カラーグローブ
45,000 佐藤　4-96X 半手部式（1本指）カラーグローブXコート加工

27,300 佐藤　5-2 回転付手掌
37,100 佐藤　5-2X 回転付手掌　Xコート加工
21,000 佐藤　5-3 回転なし芯入り手掌
30,500 佐藤　5-3X 回転なし芯入り手掌　Xコート加工
18,000 佐藤　5-4 回転なし芯なし手掌

137,000 佐藤　5-40 差込式手掌シルグローブ（芯、シリコンインナー
ソケット）

111,800 佐藤　5-44 シルグローブ（シリコン）芯なし
124,400 佐藤　5-44R シルグローブ（シリコン）手掌芯入回転付
142,700 佐藤　5-44RS シルグローブ手掌芯入回転付スムースコート
130,100 佐藤　5-44S シルグローブ芯なし　スムースコート
124,400 佐藤　5-44W シルグローブ（シリコン）手掌芯入木部付
142,700 佐藤　5-44WS シルグローブ手掌芯入木部付スムースコート
472,500 佐藤　5-45PRE プレミアムオーダーシルグローブ
24,600 佐藤　5-4X 回転なし芯なし手掌　Xコート加工
27,500 佐藤　5-5 木部付手掌
36,300 佐藤　5-5X 木部付手掌　Xコート加工
20,300 佐藤　5-8G パッシブハンドグローブ
28,700 佐藤　5-8GX パッシブハンドグローブ　Xコート加工
53,200 佐藤　5-9 カラーグローブ
57,400 佐藤　5-92 回転付（木部付）手掌カラーグローブ
66,000 佐藤　5-92X 回転付（木部付）手掌カラーグローブ　Xコート

加工

60,000 佐藤　5-9X カラーグローブ　Xコート加工
9,700 佐藤　6-1 差込式（キャップ式）
51,300 佐藤　610 シルフィンガー
12,800 佐藤　6-1X 差込式ノーマルキャップ　Xコート加工
16,700 佐藤　6-91 差込式カラーキャップ
19,400 佐藤　6-91X 差込式カラーキャップ　Xコート加工
16,300 佐藤　7-3 ハンド型能動用グローブ
64,600 電動義手の会　001-GL-A-001 装飾手袋A(爪有）　成人用　左　成人用　右

64,600 電動義手の会　001-GL-A-002 装飾用手袋Ａ（塩ビ）

84,000 有薗製作所　AR-01TD00-01 シリコーン手指義手

Ｄ　装飾手袋（コ
スメチックグラ
ブ）

手
先
具



区分 名　　称 型　　　式
価 格

円
使　用　部　品 備　　　　考

108,900 TRS　GREEK-SIZE グリークシリーズ　小児用ハンド
84,700 TRS　SHROOM シュルーム　タンブラー

118,500 TRS　SWINGER スウィンガーTD
66,300 ホスマー　56266/56267 CAPP Multi-Position Post
8,500 鎌持ち金具
1,850 曲鉤
12,600 鍬持ち金具
60,700 啓愛　KI-H-037-1 双嘴鈎　アルミ
64,200 啓愛　KI-H-037-2 双嘴鈎　鋼
16,400 啓愛　KI-H-039 曲鈎
41,600 啓愛　KI-H-068 鍬持金具（遊動）
31,800 啓愛　KI-H-069 鎌持金具（固定）

112,500 今仙　PH0200 プエルハンドアーモ
80,400 今仙　PH0210 プエルハンドタムタム
4,600 物おさえ
14,400 ホスマー　2250 上腕用ケーブルセット
13,600 ホスマー　2251 前腕用ケーブルセット
5,700 ホスマー　50444 C-740 フック、ハンド切り替えケーブル
5,900 ホスマー　50445 C-740A フック、ハンド切り替えケーブル
5,700 ホスマー　50446 C-740HD フック、ハンド切り替えケーブル
60,900 ホスマー　52521/52522 ナッジコントロールユニット
11,400 近畿　KP1-6
7,800 啓愛　KI-H-015-1 ケーブルセット　上腕用
7,800 啓愛　KI-H-015-2 ケーブルセット　前腕用
71,300 オットーボック　21A47 ソフトハーネス
4,550 ホスマー　50114 ALP-75 アクシラループパッド
4,550 ホスマー　50115 ALP-100 アクシラループパッド

フ
ッ

ク
用
先
ゴ
ム

240 　

Ａ　上腕用 3,200 　
Ｂ　前腕用 3,400 　

2,292,000 オズール　ILQ-size i-limb quantumハンド（グローブ含む）
642,500 オットーボック　8E38=6 DMCハンド　クイックチェンジ　サイズ7のみ
517,500 オットーボック　8E38=7 デジタルツインハンド　クイックチェンジ

1,212,500 オットーボック　8E38=8 センサーハンドスピード　クイックチェンジ
782,500 オットーボック

8E38=9/8E39=9
バリプラススピード

572,500 オットーボック　8E39=6 DMCハンド　手離断用　サイズ7のみ
442,500 オットーボック　8E39=7 デジタルツインハンド　手離断用

1,212,500 オットーボック　8E39=8 センサーハンドスピード　手離断用
832,500 オットーボック　8E44=6 DMCハンド　手部部分切断用
692,500 オットーボック　8E44=7 デジタルツインハンド　手部部分切断用　販売中

止 ただし２０２３年度まで修理対応可能

2,591,000 オットーボック　8E500 ミケランジェロハンド
602,500 オットーボック　8E51=5 電動ハンド　小児用
692,500 オットーボック　8E51=5 1/2 電動ハンド　小児用

692,500 オットーボック　8E51=6 電動ハンド　小児用
692,500 オットーボック　8E51=6 1/2 電動ハンド　小児用

1,900,000 オットーボック　8E70/8E71 bebionicハンド
730,500 モーションコントロール

5010022～5010029
MCハンド

86,500 電動義手の会　001-HD-A-001 ハンドモジュールA

547,700 オットーボック　8E33=7 デジタルツインハンド　グライファー　販売中止
ただし２０２３年度まで修理対応可能

662,500 オットーボック
8E33=9/8E34=9

バリプラスグライファー

801,500 モーションコントロール
5010032/5010033

電動フック　ETD

16,300 オズール　89003 i-limb ラミネーションリング50mm
16,300 オットーボック　10S1 ラミネーションリング　成人用
18,800 オットーボック　10S16=34 ラミネーションリング　小児用
18,800 オットーボック　10S16=38 ラミネーションリング　小児用
28,400 オットーボック　10S500 ラミネーションリング

133,100 オットーボック　10V38 トランスカーパル用屈曲手継手
96,800 オットーボック　10V51 マイオリノリスト

157,300 オットーボック　9S501 アクソンローテーションアダプター
11,100 モーションコントロール

1100291～1100292
ラミネーションカラー

11,100 モーションコントロール
1701008

カップリングピース

46,000 モーションコントロール
1701009

コーアクシャルコネクタ

39,600 モーションコントロール
1701042

ラミネーションカラー

65,600 モーションコントロール
3010429

MCハンド用ショートハンドオプション

290,400 モーションコントロール
3010439～3010441

MCハンド用屈曲リスト

75,900 モーションコントロール
3010477

MCコーアクシャルコネクタ

290,400 モーションコントロール
3010485

ETD用屈曲リスト

8,000 電動義手の会　001-WR-A-001 リストジョイントA(圧入)

そ
の
他

リ
ス
ト
ユ
ニ
ッ

ト

断端袋

電
動
ハ
ン
ド

電
動
フ
ッ

ク

ケ
ー

ブ
ル
セ
ッ

ト

ハ
ー

ネ

ス
部
品

手
先
具

Ｅ　作業用手先具



区分 名　　称 型　　　式
価 格

円
使　用　部　品 備　　　　考

967,100 オズール　FW i-limb quantum用屈曲リスト
4,550 オズール　PL091032 i-limb カップリングピース
20,500 オズール　PL091036 i-limb コーキシャルプラグ

620,900 オズール　QWD i-limb quantum用クイックチェンジリスト
4,550 オットーボック　10S4 カップリングピース
16,300 オットーボック　9E168 手継手部品
20,500 オットーボック　9E169 コーキシャルプラグ
13,700 オットーボック　9E397 コアキシャルブッシュ

133,100 オットーボック　9S266 リストユニット　クイックチェンジ用
317,500 オットーボック　13E205 リストローテーターコントロール部品
84,700 オットーボック　13E500 アクソンマスター

145,800 オットーボック　9E369 4イン1　コントローラー　小児用
159,100 オットーボック　9E370 4イン1　コントローラー　小児用
187,500 オットーボック　9E420 7イン1 コントローラー
156,000 モーションコントロール

4010000
リストコントロールファンクション

480,300 モーションコントロール
5010031

プロコントローラ

243,900 電動義手の会　002-SH-A-001 コントローラモジュールA

コ
ン
ト
ロ
ー

ラ
ー

用
部
品

3,100 オットーボック　13E184 コーディングプラグ

260,100 オットーボック　10S17 リストローテーター
570,100 モーションコントロール

3010681
リストローテーター

コ
ネ
ク
タ
ー

ブ
ロ
ッ

ク

12,600 オットーボック　13E190 スイッチブロック

139,100 オズール　PL091050 i-limb 筋電センサー50Hz用
139,100 オットーボック

13E200=50/13E200=60
電極

5,900 オットーボック　13E201 電極取付部品　熱可塑性ソケット用
163,300 オットーボック

13E202=50/13E202=60
電極　吸着ソケット用

3,700 モーションコントロール
1070224

エレクトロードホック式

3,700 モーションコントロール
1070225

エレクトロードホック式

39,600 モーションコントロール
3010090

エレクトロード　標準

39,600 モーションコントロール
3010091

エレクトロード　大

28,100 モーションコントロール
3010426

エレクトロードホック式

44,600 電動義手の会　003-EM-A-001 センサモジュール(ケース有)

7,200 オットーボック　13E129=G 電極用ケーブル
6,200 オットーボック　13E48=G 電極用ケーブル
7,200 オットーボック　13E48=W 電極用ケーブル

384,300 モーションコントロール
3010292

MCプリアンプ（2チャンネル）

43,200 モーションコントロール
3010336

MCプリアンプ延長ケーブル

200,800 モーションコントロール
3010433

MCプリアンプ（1チャンネル）

200,800 モーションコントロール
3010435

MCプリアンプ（1チャンネル）

384,300 モーションコントロール
3010437

MCプリアンプ（2チャンネル）

384,300 モーションコントロール
3010438

MCプリアンプ（2チャンネル）

16,600 電動義手の会　004-SG-A-001 センサグランドケーブルA

7,600 オットーボック　13E132 バッテリー用ケーブル　小児用
9,700 オットーボック　13E188 バッテリー用ケーブル
6,800 オットーボック　13E51=2 バッテリー用ケーブル
49,500 モーションコントロール

3010442
バッテリーホルダーケーブル

50,600 モーションコントロール
3010462

内蔵型バッテリー用ケーブル

9,600 電動義手の会　004-PW-N-001 主電源ケーブル

900 オットーボック　13E121 コネクションブロック
9,900 オットーボック　13E50 コネクションケーブル
10,300 オットーボック　13E97 コネクションケーブル　スイッチ付
10,300 オットーボック　13E99 コネクションケーブル
71,500 モーションコントロール

3010295
MCメインケーブル

72,600 モーションコントロール
3010331

MCメインケーブル　ロング

43,200 モーションコントロール
3010336

MCプリアンプ延長ケーブル

72,600 モーションコントロール
3010425

MCフルバージョンメインケーブル

そ
の
他

電
極

Ａ　電極用

Ｂ　バッテリー用

接
続
ケ
ー

ブ
ル

Ｃ　その他

コ
ン
ト
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ー

ラ
ー

ロ
ー

テ
ー
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ー

リ
ス
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用
部

品



区分 名　　称 型　　　式
価 格

円
使　用　部　品 備　　　　考

10,000 電動義手の会　004-MT-N-001 モータスイッチケーブル

5,500 電動義手の会　004-PS-N-001 主電源スイッチ

エ
ル
ボ
ー

ユ
ニ
ッ

ト

612,500 オットーボック　12K44 能動単軸ブロック式肘継手　筋電義手用

35,300 オズール　PL000192 i-limb スイッチブロック用バッテリー
41,100 オットーボック　757B13 バッテリー　ニッケル水素　小児用
38,300 オットーボック　757B15 バッテリー　ニッケル水素　6V 650Ah
72,600 オットーボック　757B20 バッテリー　リチウムイオン　7.2V 750Ah
72,600 オットーボック　757B21 バッテリー　リチウムイオン　小型　7.2V 700Ah

96,800 オットーボック　757B35=0 マイオエナジー インテグラル 小児用
151,200 オットーボック　757B501 アクソンエナジーインテグラル
101,600 オットーボック　BBI=2200S bebionicバッテリー
59,900 モーションコントロール

3010306
MC外付け型リチウムイオンバッテリー

50,600 モーションコントロール
3010462

MC内蔵型リチウムイオンバッテリーショート

66,000 モーションコントロール
3010465

MC内蔵型リチウムイオンバッテリーロング

16,600 電動義手の会　005-MB-N-001 モバイルバッテリ

28,400 オットーボック　13E170=1 小児用外付けバッテリーボックス
5,800 オットーボック　757Z103 バッテリーボックス　757B8/757B15用
8,300 オットーボック　757Z149 バッテリーボックス　757B13用
17,400 オットーボック　757Z184=1 バッテリーボックス　757B20用
17,400 オットーボック　757Z190=1 バッテリーボックス　757B21用
20,200 オズール　SA069080 i-limb スイッチブロック
38,700 オットーボック　9X14 ハーネススイッチ
41,700 オットーボック　9X18 ケーブルプルスイッチ
6,100 オットーボック　9X24 ロッカースイッチ
46,200 オットーボック　9X25 ロッカースイッチ

114,100 モーションコントロール
3010254

リモートパワースイッチ

263,700 モーションコントロール
3010547

MCフォースセンサー

ス
イ
ッ

チ
用
部
品

7,200 オズール　SA000219 i-limb スイッチブロック用電源ケーブル

61,700 オズール　PL000227(US) i-limb 充電器
22,100 オズール　SA000222 i-limb カーチャージャー
48,600 オットーボック　757L13 充電器　757B13用
50,400 オットーボック　757L14 充電器　757B8/757B15用
81,100 オットーボック　757L20 充電器　757B20/757B21用
83,400 オットーボック　757L35 マイオチャージ インテグラル
78,600 オットーボック　757L500 アクソンチャージインテグラル

101,600 オットーボック　BBCBI bebionicチャージャー
3,950 モーションコントロール

1362022
MCカーアダプタ

8,000 モーションコントロール
1390032

モーションコントロールA/Cアダプタ（110V）

87,600 モーションコントロール
3010291

MCバッテリーチャージャー

40,300 オズール　L-721000 アイスロック 721 ラチェット式ロック
42,600 オットーボック　14A1 ライナーロックアダプター　義手用
28,400 カスケイド　IRS-150-AK ICE-ATS（スモール）
29,800 カスケイド　IRS-200-AK ICE-AT（ラチェット）
35,500 カスケイド　IRS-600-AK ICE-ATC（クラッチロック）
42,700 カスケイド　IRS-650-AKL ICE-ATCM（モジュラー）
18,300 オズール　I-3000-SIZE ディスタルカップ
9,600 オズール　I-610-size ICEROSS　パッド
54,100 ダウ　DCLC-SIZE クールライナー
74,400 オズール　I-0104-SIZE ICEROSS　オリジナルカバー　無し
86,100 オズール　I-5406-size ICEROSS　コンフォート　ロッキングライナー

115,000 オズール　I-813-size ICEROSS　アッパーX
68,000 オズール　M8915/8914-SIZE センシティブ
70,100 オットーボック　14Y5 アームライナー　義手用ライナー
1,700 オットーボック　99B13 プルインチューブ
42,600 ディ・エム・ジャパン　X-

Finger-HSF
X-Finger 手背部連結ベルト

392,500 ディ・エム・ジャパン　X-
Finger-MBU

X-Finger 本体部

26,600 ディ・エム・ジャパン　X-
Finger-RFC

X-Finger 可動コントロールクランプ

96,800 ディ・エム・ジャパン　X-
Finger-SFC

X-Finger シリコーンクランプ

そ
の
他

そ
の
他
の
部
品
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Ａ　ピンアタッチ
メントなし
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区分 名　　称 型　　　式
価 格

円
使　用　部　品 備　　　　考

１　伸展制限付
遊動式

12,700 小原　31B-021 一本式股関節金具（米式）

２　伸展制限付
外転式

17,000 小原　31B-011 蝶番式股関節金具（土井式）

24,700 啓愛　KI-BU-B21 股継手離断金具（カナディアン式）

18,400 小原　30B-021 カナディアンヒップジョイント

22,700 啓愛　KI-AT-01 大腿筋金　軽合金　販売中止 ただし２０１９年
度まで修理対応可能

22,000 啓愛　KI-SG-A2 大腿筋金　鋼
15,200 小原　28B-011 鉄大腿用筋金　中曲　大
15,200 小原　28B-012 鉄大腿用筋金　中曲　中
15,200 小原　28B-013 鉄大腿用筋金　中曲　小
15,100 小原　28B-021 鉄大腿用筋金　大曲　大
15,100 小原　28B-022 鉄大腿用筋金　大曲　中
15,100 小原　28B-023 鉄大腿用筋金　大曲　小
12,100 小原　29B-011 ジュラ大腿用筋金　中曲　大
12,100 小原　29B-012 ジュラ大腿用筋金　中曲　中
17,100 小原　29B-021 ハガネ大腿用筋金　中曲　大
17,100 小原　29B-022 ハガネ大腿用筋金　中曲　中
16,000 啓愛　KI-AT-02-L 革ソケット用下腿筋金　軽合金　大
30,100 啓愛　KI-SG-A10 木部下腿筋金　軽合金　販売中止 ただし２０１

９年度まで修理対応可能

38,000 啓愛　KI-SG-A6 下腿筋金　鋼
89,900 啓愛　KI-SG-A9 木部下腿筋金　鋼
19,300 小原　22B-011 鉄下腿筋金　大
19,300 小原　22B-012 鉄下腿筋金　中
19,300 小原　22B-013 鉄下腿筋金　小
19,300 小原　22B-021 ハガネ下腿用筋金　大
19,300 小原　22B-022 ハガネ下腿用筋金　中
11,900 小原　23B-001 ジュラ下腿筋金　大
11,900 小原　23B-002 ジュラ下腿筋金　中
14,300 小原　24B-001 樹脂用下腿筋金
22,000 小原　25B-001 ベアリング入下腿筋金
15,000 小原　26B-011 木製下腿筋金　大　右
15,000 小原　26B-012 木製下腿筋金　大　左
33,200 啓愛　KI-SG-A18 大腿用横引筋金
23,400 小原　27B-011 義足用横引筋金・通しピン式　大
23,400 小原　27B-012 義足用横引筋金・通しピン式　中
24,100 小原　27B-021 義足用ハガネ横引筋金・一本ネジ式　大
89,000 啓愛　KI-BU-B19-N1 桐大腿義足 軽合金　　販売中止 ただし２０１９

年度まで修理対応可能

134,500 啓愛　KI-BU-B19-N2 桐大腿義足 鋼　　販売中止 ただし２０１９年度
まで修理対応可能

51,400 小原　32B-011 アルミ組立義足　鉄筋金　大
51,400 小原　32B-012 アルミ組立義足　鉄筋金　中
51,400 小原　32B-013 アルミ組立義足　ジュラ筋金
52,500 小原　32B-014 アルミ組立義足　ハガネ筋金
54,500 小原　32B-021 アルミ組立義足・下腿部桐品ジュラ筋金　大
54,500 小原　32B-022 アルミ組立義足・下腿部桐品ハガネ筋金　大

Ｂ　鉄脚 42,800 小原　32B-031 鉄脚　大
58,700 オットーボック　3P19 単軸膝ブロック　二組の定摩擦機構　大　販売中

止 ただし２０２３年度まで修理対応可能

66,000 啓愛　KI-BU-B103 大腿義足　遊動　　販売中止 ただし２０１９年
度まで修理対応可能

66,000 オットーボック　3P4 単軸膝ブロック　マニュアルロック機構　販売中
止 ただし２０２３年度まで修理対応可能

73,500 啓愛　KI-BU-B102 大腿義足　固定　　販売中止 ただし２０１９年
度まで修理対応可能

３　安全膝 66,000 オットーボック　3P23 単軸膝ブロック安全膝“ユーパ”　販売中止 た
だし２０２３年度まで修理対応可能

Ａ　固定足部 7,500 小原　42B-030 固定木足　中
34,700 オットーボック　1H31 単軸足部（22～29cm）　販売中止 ただし２０２

３年度まで修理対応可能

30,500 オットーボック　1H37 単軸足部指付（21～28cm）　販売中止 ただし２
０２３年度まで修理対応可能

42,600 啓愛　KI-SG-A24 組立遊動木部　販売中止 ただし２０１９年度ま
で修理対応可能

19,500 啓愛　KI-SG-A28 リアル組立木部　販売中止 ただし２０１９年度
まで修理対応可能

42,600 啓愛　KI-SG-M50 モールドリアル足関節足部
36,200 啓愛　KI-SG-M51 モールドベアリング足関節足部　販売中止 ただ

し２０１９年度まで修理対応可能

12,000 小原　38B-010 普通遊動木足
12,000 小原　38B-020 樹脂用遊動木足

239,800 カレッジパークインダストリー
CPI-01

カレッジパークフット

267,000 カレッジパークインダストリー
CPI-02

ベンチャー

115,600 カレッジパークインダストリー
CPI-03

トリビュート

62,000 ウィローウッド　IMP-SIZE インパルス
36,300 オットーボック　1D10 ダイナミックフット　男性用　指股付　22～30cm

36,300 オットーボック　1D11 ダイナミックフット　女性用　指股付　22～28cm

181,500 オットーボック　1E81 ショパール　フットカバー付　22～31cm
31,500 オットーボック　1K10 ダイナミックフット　小児用　14～21cm
12,900 オットーボック　1S30 SACHフット　小児用　指なし　12～13cm
18,400 オットーボック　1S49 SACHフット　指付　21～28cm
12,400 オットーボック　1S66 SACHフット　指付　差高18mm　22～30cm
42,600 オットーボック　1WR95=W アクアフット ウォータープルーフ
81,000 ラポック　C1100 VIP（小児用足部　12～17cm）
66,000 ラポック　M1180 J-Foot L
99,100 ラポック　X1170 J-Foot Exo

Ｄ　ＳＡＣＨ足部

足
部 Ｂ　単軸足部

Ｃ　多軸足部

２　下腿遊動式

３　横引き固定式

Ａ　ヒンジ継手

４　前止め固定式

１　遊動式

２　固定・遊動切
替式

価 格
円

使　用　部　品 備　　　　考

義
足
用
部
品

Ａ　ヒンジ継手股
継
手

Ｂ　カナダ式

１　大腿遊動式膝
継
手

Ｃ　ブロック継手

区分 名　　称 型　　　式



区分 名　　称 型　　　式
価 格

円
使　用　部　品 備　　　　考

112,500 ラポック　X1172 J-Foot Plus Exo　*24、25cmのみの展開
39,600 啓愛　KI-SG-M52 モールドSACHフット
21,400 高崎　TG-3001 SACH足ジュラコンキール（耐水性）
42,600 佐藤　8-1 足袋式（4・5指）
36,600 佐藤　8-2 足袋式（3指以下）

189,400 佐藤　820 抗菌インソール入りシルソックス
144,000 佐藤　8-40 シルソックスシリコーン 装飾足袋

1,000 カレッジパークインダストリー
AB CPI-01

カレッジパークフット用アンクルブッシュ

1,000 カレッジパークインダストリー
AB CPI-02

ベンチャーフット・トリビュートフット用アンク
ルブッシュ

1,600 カレッジパークインダストリー
FB CPI-01

カレッジパークフット用フロントバンパー

1,950 カレッジパークインダストリー
FHB CPI-02

ベンチャーフット・トリビュートフット用バン
パー

1,750 カレッジパークインダストリー
HB CPI-01

カレッジパークフット用ヒールバンパー

1,200 カレッジパークインダストリー
MP CPI-01

カレッジパークフット用ミッドスタンスパッド

18,700 ESP　LYN-PA0002 リンバルブ（挟み込み式）
24,100 ESP　LYN-PA0400 リンバルブ　スライド
14,400 オズール　L-551002 アイスロック551（下腿用）
11,000 オズール　L-552000 アイスロック552（大腿用）
14,700 オズール　L-641000 アイスロック641　バルブ式ロック
6,100 オットーボック　21Y105 バルブ平ゴム　側面取付用
16,300 オットーボック　21Y12 バルブ真空成型用　ネジ式吸着バルブ
12,700 オットーボック　21Y13 バルブラミネーション用ネジ式吸着バルブ　販売

中止 ただし２０２３年度まで修理対応可能

11,600 オットーボック　21Y14 プッシュバルブ
9,600 オットーボック　21Y21 クリックバルブ
7,800 オットーボック　21Y97 バルブ二重ソケット用　PVCチューブ付
6,100 オットーボック　4R140 ワンウェイバルブ
19,800 セントリー　CTFV-CFS CTFV-CFSバルブ
9,900 トゥルーライフ　P12-320-1000 グリーンバルブ　プラスティック

8,400 トゥルーライフ　P12-340-1000 グリーンバルブ　プラスティック

8,500 ラポック　M0255 ラミネーション用吸着バルブ・リングセット
18,500 ラポック　M0257 吸着バルブ（大腿吸着用低圧自動開放/閉鎖設定

可能）

22,700 ラポック　M0258 フレキシブルソケット用バルブ
4,950 ラポック　M0262 下腿用バルブ（貼付式）
6,000 啓愛　KI-BU-V1 ブラックバルブ 押式
6,000 啓愛　KI-BU-V2 ゴールドバルブ 引張
8,200 啓愛　KI-BU-V4 イスニーバルブ
7,100 小原　37B-011 大腿吸着バルブ　引く式
7,100 小原　37B-021 大腿吸着バルブ　押す式
18,700 オットーボック　21B37 大腿用サスペンションスリーブ
13,900 レイブン　AKS 大腿義足懸垂用ベルト
13,100 アルプス　SFB シームレスサスペンショングリップゲルスリーブ

16,100 アルプス　SLE イージースリーブサスペンション
24,700 アルプス　VIVA バルブ付グリップゲルスリーブ
22,700 ウィローウッド　ALS-SIZE アルファハイブリッドスリーブ （旧RLS-SIZE）

7,800 ウィローウッド　LLC-SIZE リムロジックシーリングカフ
17,700 ウィローウッド　LLS-SIZE リムロジックスリーブ
38,600 オズール　F-2011-size ICEROSS　スリーブ
18,000 オズール　FLX/BAL-SIZE アイスフレックス　バランス
28,900 オズール　FLX/END-SIZE アイスフレックス　エンデュランス
13,300 オズール　MK0020x ゲニュスリーブ
9,200 オットーボック　21B4 下腿用サスペンションスリーブ (型番9101より変

更）

12,400 オットーボック　453A2 デルマプロテクション　ニースリーブ
21,300 オットーボック　453A30 プロフレックスプラス　スリーブ
13,000 オットーボック　453A40 プロフレックスプラス　スリーブ　ショート
1,200 オットーボック　454A11 ゲイター（インナースリーブ）
31,200 オットーボック　454A7 ハーモニー　ニースリーブ
7,200 シリポス　130X5 BKサスペンションスリーブ
8,600 シリポス　18181～18194 デュラゲルサスペンションスリーブ
21,300 ストレイフェネダー　30L5 コンテックススリーブ
7,300 ストレイフェネダー　3S50 ニースリーブ　プロテクター
14,200 ダウ　DGSLEV Gスリーブ
6,100 ラポック　M1600 スリップシース（スリーブ保護）
9,200 ラポック　M1601 i-Sleeve STD（薄型・高伸性・抗菌防臭フィルム

加工ネオプレン）

8,100 ラポック　M1602 i-Sleeve μ（極薄・透湿性）
4,450 レイブン　NKS ネオプレーン膝スリーブ
6,100 レイブン　RKS ラテックス膝スリーブ

ＫＢＭ
ウェッジ

11,900 フィラワー　127001 KBMウェッジ

Ａ　大腿用 5,300 　
Ｂ　下腿用 5,600 　

10,200 オズール　L-19200size アイスロック　ラチェット式ピン
40,600 オズール　L-211000 アイスロック211　クラッチロック
7,300 オズール　L-29200size アイスロック　クラッチ式ピン
30,900 オズール　L-621000 アイスロック621　ラチェット式ロック
29,200 オズール　L-631000 アイスロック631　ヒモ式ロック
40,300 オズール　L-651000 アイスロック651　スムースロック
40,300 オズール　L-721000 アイスロック721　ラチエット式ロック
35,500 オットーボック　6A30=10N シャトルロック　ソケット直付用
46,200 オットーボック　6A30=20 シャトルロック　プラスチック　ソケット直付用

28,400 カスケイド　IRS-150-AK ICE-ATS（スモール）
29,800 カスケイド　IRS-200-AK ICE-AT（ラチェット）
35,500 カスケイド　IRS-600-AK ICE-ATC（クラッチロック）
51,400 カスケイド　IRS-600-AKT アルミボディ　クラッチロック
42,700 カスケイド　IRS-650-AKL ICE-ATCM（モジュラー）

そ
の
他

ラ
イ
ナ
ー

ロ
ッ

ク
ア
ダ
プ
タ

Ａ　股・大腿用懸
垂
ベ
ル
ト

Ｂ　下腿用

断端袋

足
部
調
整
用
部
品

バ
ン
パ
ー

吸
着
バ
ル
ブ

Ｄ　ＳＡＣＨ足部

足
部

Ｆ　装飾足袋



区分 名　　称 型　　　式
価 格

円
使　用　部　品 備　　　　考

42,600 ストレイフェネダー　30S1 クラッチロック301
22,400 フィラワー　125234 3Sシャトルロック　レギュラー
56,700 SHINDO　SC002N LIGHT　FINE （ピン無）
47,100 アルプス　ELFR イージーライナー　ピン無
42,100 アルプス　ELPX イージーライナー　スーパーストレッチ
10,300 アルプス　ENCP スキンリリーバー
37,800 アルプス　SPFRHD SP高密度ゲルライナー　ピン無
5,300 ウィローウッド　ALA-VM アルファ　ボリュームマネージメントパッド
66,000 ウィローウッド　ALC-SIZE アルファスピリットクッションライナー
66,000 ウィローウッド　H350-SIZE アルファ　ハイブリッド クッションライナー

66,000 ウィローウッド　T350-SIZE アルファ　スマートテンプ　クッションライナー

18,300 オズール　I-3000-SIZE ディスタルカップ
113,400 オズール　I-3663-size ICEROSS　シールイン　X5
124,800 オズール　I-3664-size ICEROSS　シールイン　X5 ウェーブ
128,200 オズール　I-4443/4446-size ICEROSS　下腿用シールインX

113,300 オズール　I-4613-Size ICEROSS　デルモシールイン・ライナー
9,600 オズール　I-610-size ICEROSS　パッド

108,200 オズール　I-7532-size ICEROSS　トランスフェモラル　シールイン
108,200 オズール　I-7632-size ICEROSS　トランスフェモラル　シールイン　コ

ニカル

105,700 オズール　I-8532/8632-SIZE ICEROSS　大腿用シールインX

91,400 オズール　I-CL43-size ICEROSS　デルモクッションライナー
80,700 オズール　I-CL53-SIZE ICEROSS　コンフォート　クッションライナー

101,300 オズール　I-CL63-size ICEROSS　シナジークッション
138,900 オズール　I-CT62-size ICEROSS　アクティバ
106,400 オズール　I-CW43-size ICEROSS　デルモクッションライナーウェーブ

116,700 オズール　I-CW63-size ICEROSS　シナジークッション　ウェーブ
108,200 オズール　I-TF673-size ICEROSS　トランスフェモラ　ルシールインX5

115,500 オズール　M8917/8918-SIZE 4シールTF
66,000 オズール　M8997-size リラックスクッションライナー
68,000 オズール　MC973-SIZE プロテクトケア クッション

116,200 オットーボック　6Y400 カスタムライナー
42,600 オットーボック　6Y512 ポリウレタン3Dライナー
42,600 オットーボック　6Y81 プロシールライナー
28,800 オットーボック　6Y92 コポリマーライナー
41,100 オットーボック　6Y95=C Caleo 3D クッションライナー　コポリマー
23,200 シリポス　18241～18264 デュラゲルライナー
54,100 ダウ　DCLC-SIZE クールライナー
94,300 ブラッチフォード　SBTTCP シルケアブリーズライナー
49,100 啓愛　KI-PURE ピュアライナー　ピンなし
62,000 SHINDO　SC002P LIGHT　FINE （ピン有）
53,500 アルプス　ELDT イージーライナー　ピン付
46,200 アルプス　EZF EZフレックスゲルライナー
39,600 アルプス　SPDTHD SP高密度ゲルライナー　ピン付
70,100 ウィローウッド　H352-SIZE アルファ　ハイブリッド ロッキングライナー

76,200 ウィローウッド　T352-SIZE アルファスマートテンプライナー
74,400 オズール　I-0104-SIZE ICEROSS　オリジナル　カバー無し
83,400 オズール　I-0124-size ICEROSS　オリジナルカバーマトリクス有

138,700 オズール　I-1033-size ICEROSS　スポーツ
91,400 オズール　I-4013-size ICEROSS　デルモ　ロッキングライナー

106,400 オズール　I-4313-size ICEROSS　デルモウェーブ
106,400 オズール　I-4913-size ICEROSS　デルモTTコニカル
96,100 オズール　I-5303-size ICEROSS　コンフォートウェーブ
86,100 オズール　I-5406-size ICEROSS　コンフォート　ロッキングライナー

101,600 オズール　I-6003-size ICEROSS　シナジー
116,700 オズール　I-6303-size ICEROSS　シナジー ウェーブ
108,200 オズール　I-7032-SIZE ICEROSS　トランスフェモラル
108,200 オズール　I-7132-size ICEROSS　トランスフェモラル　コニカル
68,000 オズール　M8915/8914-SIZE センシティブ
72,600 オズール　M8957/8958-SIZE リラックスTF
68,000 オズール　M8994/8996-SIZE リラックスライナー
68,000 オズール　MC971-SIZE プロテクトケア
45,500 オットーボック　6Y43 シリコーンシースルーライナー
66,000 オットーボック　6Y70 シリコーンジェルライナー　下腿用
72,600 オットーボック　6Y75 シリコーンジェルライナー　下腿用　抗菌加工

84,700 オットーボック　6Y78 シリコーン3Dライナー 抗菌　下腿用
77,400 オットーボック　6Y80 TF　アダプトライナー　大腿用
77,400 オットーボック　6Y85 TF　アダプトライナー　抗菌加工
77,400 オットーボック　6Y88 TF 3Dライナー抗菌
28,800 オットーボック　6Y90 コポリマーライナー
33,500 シリポス　18201～18224 デュラゲルライナー　ピンつき
58,000 ダウ　DCLP-SIZE クール　ロックライナー
58,900 啓愛　KI-PURE+P ピュアライナー　ピンつき
80,400 オズール　I-8301-size ICEROSS　スタビロジュニアウェーブ
80,400 オズール　I-8302-size ICEROSS　デルモジュニアウェーブ

Ａ　ベルト付先ゴ
ム

4,550 啓愛　KI-SG-C9 ベルト付足先ゴム

24,200 ウィローウッド　2LTE-15xx CC2L　殻構造アンクルキット（旧CC2-EK)
5,100 オットーボック　2K34 SACHフット用　アンクルブロック　販売中止 た

だし２０１９年度まで修理対応可能

1,650 その他のアングルブロック
21,300 ラポック　X1370 脱着装置つきアンクルブロック
66,000 RSLスティーパー　SKY-SIZE スキナジー
52,800 ダウ　DSST-BK ダウスキン指又付（下腿用）
50,800 佐藤　8-3 下腿リアルカバー
21,500 佐藤　8-5 足先リアルソックス

710 　
1,700 啓愛　KI-SG-C6 足先ゴム

Ｅ　踵ゴム 300 　

そ
の
他

そ
の
他
の
部
品

Ｂ　ＳＡＣＨ用ア
ンクルブロック

Ｃ　リアルソック
ス

Ｄ　先ゴム

ラ
イ
ナ
ー

ロ
ッ

ク
ア
ダ
プ
タ

Ａ　ピンアタッチ
メントなし

ラ
イ
ナ
ー

Ｂ　ピンアタッチ
メントあり

小児用



区分 名　　称 型　　　式
価 格

円
使　用　部　品 備　　　　考

Ｆ　スプリングゴ
ム

210 　

2,150 小原　33B-110 レール
6,400 小原　33B-120 前留金具
14,200 ウィローウッド　PPF-FS006 小児用サイムナット
42,600 オットーボック　SL=LR-XOC XOカプラー
14,200 トゥルーライフ　SSY300 サイムアダプター
5,900 啓愛　A1-7-2 サイム受皿
14,900 オットーボック　2C5 フットシェル　修理交換用
20,700 カレッジパークインダストリー

FS-01
フットシェル

2,500 オットーボック　SL=SPECTRA-
SOCK

スペクトラソックス

3,200 カレッジパークインダストリー
SS-01

スペクトラソック・カレッジパークフット用

3,250 カレッジパークインダストリー
SS-02

スペクトラソック・ベンチャーフット・トリ
ビュートフット用

Ｌ　除圧パッド 17,300 オズール　K-190100 プレッシャーパッドセット　No1 大
36,400 オズール　I-SXC0-size ICEROSS大腿用／下腿用シールインX 共通専用

シール（クラシック）

36,400 オズール　I-SXG0-size ICEROSS大腿用／下腿用シールインX 共通専用
シール（グリップ）

36,400 オズール　I-SXV0-size ICEROSS大腿用／下腿用シールインX 共通専用
シール（ボリューム）

1,200 オットーボック　2Z22 SACHフット用ボルト
28,400 オットーボック　452A1 プロシールリング
4,100 カレッジパークインダストリー

ST
シェルトレッド

(注)１ 手部義手の手先具については、芯入りの場合は一本につき　570円、マジック取付けの場合は一か所に付き1,700円増しとすること。
　　２ 手指義手の手先具については、一本当たりの価格であること。
　　３ 装飾足袋について、マジック取り付けの場合は一か所に付き1,700円増しとすること。
　　４ 使用部品欄の「企業名　番号～番号」で範囲表記したものについては、各部品が同一価格のものであること。
　　５ 断端袋については、年間の上限額の範囲内である限り、必要な枚数を交付することができるものであること。
　　６ 借受け基準額については、耐用年数の２／３を償却期間として設定し、「購入基準額／償却期間（月）」を一月あたりの借受け基準額とする。

Ｋ　スペクトラ
ソックス

そ
の
他

そ
の
他
の
部
品

Ｍ　その他

Ｇ　前止金具

Ｈ　サイム用ボル
ト

Ｊ　フットカバー



骨格構造義肢

25,200 オットーボック　12S4 肩継手　屈曲外転式（肩甲胸郭間切断用）

66,000 ホスマー　55134 ショルダージョイント

Ｂ　ユニバーサル
式

61,000 オットーボック　12S7 肩継手（ユニバーサル継手付）

55,600 オットーボック　12R2 肘継手　マニュアルロック　上腕中短断端用
販売中止 ただし２０２１年度まで修理対応可能

48,900 オットーボック　12R4 肘継手　マニュアルロック　　販売中止 ただし
２０２１年度まで修理対応可能

49,500 オットーボック　12R6 肘継手　マニュアルロック　上腕用セット
35,900 オットーボック　12R7 肘継手　マニュアルロック 肩義手用セット

120,300 ホスマー　55170/56344 マニュアルロッキング肘
41,400 啓愛　KI-H-061 上腕中短断端用パイロン継手
36,900 啓愛　KI-H-062 上腕長断端用パイロン継手
51,200 小原　47C-011 上腕短断端用骨格義手セット L　手継手部品付

51,200 小原　47C-012 上腕短断端用骨格義手セット R　手継手部品付

48,800 小原　47C-021 上腕長断端用骨格義手セット L　手継手部品付

48,800 小原　47C-022 上腕長断端用骨格義手セット R　手継手部品付

Ｂ　単軸式（軸摩
擦式）

73,100 佐藤　9-88 フリーライト軽量肘継手　ロックなし上腕長断端
にも使用可能

Ａ　面摩擦式 9,400 啓愛　KI-H-065-1 手首金具（パイロン用）
4,900 オットーボック　10R1 リストアダプター　アダプタボルトネジ
8,900 オットーボック　10R2 リストアダプター　アダプタナットネジ
17,700 ホスマー　71983/56966 パッシブリスト
26,200 オットーボック　10R3 リストアダプター　屈曲機構付
28,100 ホスマー　71988 フリクションリスト
6,200 啓愛　KI-H-064 装飾用手部取付金具
7,600 佐藤　9-18 ネジプレート
10,700 佐藤　9-88-1 リストコネクタ（手部取り付け金具）
31,500 ホスマー　55132 ソケットアダプター
19,900 佐藤　9-88-2 ソケットホルダー
21,300 ホスマー　55573 パイロンチューブ
9,200 佐藤　9-88-3 フリーライト上腕用パイプ（L=174mm）ボルト付

4,250 佐藤　9-88-4 フリーライト前腕用パイプのみ（L=220mm）
36,000 オットーボック　8K18/8K19 パッシブハンド
23,400 オットーボック　8S7/8S8/8S9 インナーハンド

28,600 佐藤　5-8P パッシブハンドインナーのみ
53,300 佐藤　5-8S パッシブハンドインナーのみ（手関節掌背屈機能

付）

21,300 オットーボック　8S4/8S5/8S6 コスメティックグラブ

35,600 啓愛　KI-H-056RC リアルカラー　キャップ
32,900 佐藤　1-0X 肩のみノーマルグローブ　Ｘコート加工
25,700 佐藤　1-52 肩のみカラーグローブ

101,200 佐藤　1-92 肩義手回転付カラーグローブ
94,900 佐藤　1-93 肩義手回転なしカラーグローブ
55,500 佐藤　2-3 上腕義手回転付（オール塩ビ）
42,600 佐藤　2-4 上腕義手回転なし（オール塩ビ）
48,800 佐藤　2-452 前上腕部のみシルグローブ
31,400 佐藤　2-52 上腕部のみカラーグローブ
79,400 佐藤　2-92 上腕義手回転付カラーグローブ
75,100 佐藤　2-93 上腕義手回転なしカラーグローブ
48,300 佐藤　3-2 前腕部付手掌回転付
56,300 佐藤　3-2X 前腕部付手掌回転付　Xコート加工
40,600 佐藤　3-3 前腕部付手掌回転なし
44,300 佐藤　3-3X 前腕部付手掌回転なし　Xコート加工
42,200 佐藤　3-452 前腕部のみシルグローブ
24,000 佐藤　3-52 前腕部のみカラーグローブ
73,700 佐藤　3-92 前腕部部付手掌回転付カラーグローブ
81,800 佐藤　3-92X 前腕部付手掌回転（木部）付カラーグローブ　X

コート加工

66,500 佐藤　3-93 前腕部付手掌回転なしカラーグローブ
73,700 佐藤　3-93X 前腕部付手掌カラーグローブ　Xコート加工
27,300 佐藤　5-2 回転付手掌
37,100 佐藤　5-2X 回転付手掌　Xコート加工
21,000 佐藤　5-3 回転なし芯入り手掌
30,500 佐藤　5-3X 回転なし芯入り手掌　Xコート加工
18,000 佐藤　5-4 回転なし芯なし手掌

111,800 佐藤　5-44 シルグローブ（シリコーン）芯なし
124,400 佐藤　5-44R シルグローブ（シリコン）手掌芯入回転付
142,700 佐藤　5-44RS シルグローブ手掌芯入回転付スムースコート
130,100 佐藤　5-44S シルグローブ芯なし　スムースコート
124,400 佐藤　5-44W シルグローブ（シリコーン）手掌芯入り木部付

142,700 佐藤　5-44WS シルグローブ手掌芯入木部付スムースコート
24,600 佐藤　5-4X 回転なし芯なし手掌　Xコート加工
27,500 佐藤　5-5 木部付手掌
36,300 佐藤　5-5X 木部付手掌　Xコート加工
20,300 佐藤　5-8G パッシブハンドグローブのみ
28,700 佐藤　5-8GX パッシブハンドグローブのみ　Xコート加工
53,200 佐藤　5-9 カラーグローブ芯なし
57,400 佐藤　5-92 回転付（木部付）手掌付カラーグローブ
66,000 佐藤　5-92X 回転付（木部付）手掌付カラーグローブ　Xコー

ト加工

60,000 佐藤　5-9X カラーグローブ芯なし　Xコート加工

Ａ　装飾ハンド手
先
具

Ｂ　手袋（コスメ
チックグラブ）

ソケットアダ
プタ―

義
手
調
整
用
部
品

チ
ュ
ー

ブ

Ｂ　軸摩擦式

Ｃ　手屈曲式

手
継
手

Ｄ　手部コネクタ

補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品

区分 名　　称 型　　　式
価 格

円
使　用　部　品 備　　　　考

義
手
用
部
品

Ａ　屈曲・外転式肩
継
手

Ａ　単軸式（単軸
固定式）

肘
継
手



区分 名　　称 型　　　式
価 格

円
使　用　部　品 備　　　　考

2,200 オットーボック　13R9 コネクションプレート
6,300 ホスマー　56758/56255 アタッチリング
11,000 オットーボック　15K10 フォームカバーセット　義手用
5,200 その他のフォームカバー
21,500 ホスマー　56217 肩、上腕用フォーム（ストッキネット付）
27,800 ホスマー　56886 前腕用フォーム（ストッキネット付）
10,800 佐藤　9-89 satoフォームカバー前・上腕用　ストッキネット

付

Ａ　上腕用 3,200 　
Ｂ　前腕用 3,400 　

71,300 オットーボック　21A47 ソフトハーネス
4,550 ホスマー　50114 ALP-75 アクシラループパッド
4,550 ホスマー　50115 ALP-100 アクシラループパッド
40,300 オズール　L-721000 アイスロック721
12,400 オットーボック　13R11 骨格アダプター ライナー用
42,600 オットーボック　14A1 ライナーロックアダプター　義手用
28,400 カスケイド　IRS-150-AK ICE-ATS（スモール）
29,800 カスケイド　IRS-200-AK ICE-AT（ラチェット）
35,500 カスケイド　IRS-600-AK ICE-ATC（クラッチロック）
42,700 カスケイド　IRS-650-AKL ICE-ATCM（モジュラー）
9,000 ウィローウッド　ALA-C アルファゲルカップ
18,300 オズール　I-3000-SIZE ディスタルカップ
9,600 オズール　I-610-size ICEROSS　パッド
54,100 ダウ　DCLC-SIZE クールライナー
70,100 ウィローウッド　ALL-SIZE アルファスピリットロックライナー
74,400 オズール　I-0104-SIZE ICEROSS　オリジナルカバー無し
86,100 オズール　I-5406-size ICEROSS　コンフォート　ロッキングライナー

115,000 オズール　I-813-size ICEROSS　アッパーX
68,000 オズール　M8915/8914-SIZE センシティブ
70,100 オットーボック　14Y5 アームライナー　義手用ライナー
12,000 ラポック　M1620 SAKAGE ストラップタイプ
3,700 啓愛　KI-H-023-A-1 肩肘継手接続金具

66,000 オットーボック　7E4 股継手　伸展補助装置付　遊動式
73,800 オットーボック　7E5 股継手　マニュアルロック

175,500 オットーボック　7E7 股継手 伸展補助装置内臓　チタン　遊動式
452,500 オットーボック　7E9 股継手 油圧シリンダー内蔵
174,200 ラポック　M0110 ヒップジョイント
88,300 高崎　TG1010 股継手(ユニバーサル調整機構)

153,600 徳林　TGH-01C 股継手セット
66,000 徳林　TH-01C Hy-Stan　股継手セット

166,900 オットーボック　7E8 股継手　小児用　遊動式
70,100 徳林　TCH-01C 小児用股継手セット

１　遊動式　空圧 512,500 ブラッチフォード　ESKSFP30 ESK

712,500 Proteor　1P50-R ハイドラケーデンス２
484,500 オズール　MKN01360 マウクニー
432,500 オットーボック　3R80+ ロータリー油圧膝継手　チューブ付
266,200 オットーボック　3R95 油圧単軸膝継手　体重制限150kg
266,200 オットーボック　3R95=1 油圧単軸膝継手　体重制限75kg　販売中止 ただ

し２０２３年度まで修理対応可能

322,500 オットーボック　3WR95 アクアニー ウォータープルーフ ロック付
1,252,500 オルソモビリティー　VGK125 ベリーグッドニー

572,500 ブラッチフォード　MH30 マーキュリー
260,200 ラポック　M0703 Dolphin（油圧単軸膝　アルミフレーム）
952,500 長崎かなえ　1 NAL-Knee膝継手

1,993,000 オズール　RKN130003 リオニー（3年保証）
2,787,000 オズール　RKNXC0003 リオニーXC（3年保証）
2,787,000 オットーボック　3B1 ジニウム
1,705,000 オットーボック　3C60 Kenevo
1,652,500 オットーボック　3C98 Ｃレッグ　販売中止 ただし２０２１年度まで修

理対応可能

1,756,000 オットーボック　3C98-3 C-Leg
1,202,500 オットーボック　3E80 ロータリー油圧膝継手 電子切替

836,500 ナブテスコ　NI-C311 ハイブリッドニー
105,200 ホスマー　60821 チタン単軸膝
75,800 ホスマー　60823 アルミ単軸膝
58,200 ラポック　M0716 皿受つき単軸膝

111,300 オットーボック　3R38 単軸膝継手　小児用
243,200 オットーボック　3R65 油圧単軸膝継手　小児用　販売中止 ただし２０

２３年度まで修理対応可能

115,000 ラポック　C0700 単軸膝（小児用）
48,900 オズール　LKN12500 ロッキングニー
49,800 オズール　monolock 単軸マニュアルロック膝継手　アルミ
76,500 オットーボック　3R17 マニュアルロック膝継手

147,600 オットーボック　3R31 シッティングアシスト付固定膝
137,900 オットーボック　3R33 マニュアルロック膝継手　チタン
50,200 オットーボック　3R40 マニュアルロック膝継手
84,700 オットーボック　3R41 マニュアルロック膝継手　プラスチック
66,000 ホスマー　60471 単軸固定膝
59,400 ラポック　SL0701 軽量手動ロック膝

145,200 ラポック　SL0702 軽量手動ロック膝(Mg)　（マグネシウム）
187,500 ラポック　SL0708 Beluga(バウンサつき手動ロック膝)
95,200 ラポック　SL0710 上下分離カバー用手動ロック膝

181,500 ラポック　SL0720-A 半遊動膝継手
432,500 ラポック　SP0701 ステップ用膝継手
66,000 高崎　TG1005 遊動固定切替膝
66,000 高崎　TG1013 遊動固定切替膝軽量用
64,600 高崎　TG1014 手動固定膝
66,000 高崎　TG1024 固定膝ライト
82,200 小原　34S-050 前留式固定膝

膝
継
手 １　遊動式　油圧

１　遊動式　空
圧・油圧・コン
ピュータ制御

１　遊動式　スプ
リング・その他

１　遊動式　小児
用

２　ロック式
ロック

Ａ　単軸膝

義
足
用
部
品

Ａ　カナダ式股
継
手

Ｂ　ロック式 小児用

区分 名　　称 型　　　式
価 格

円
使　用　部　品 備　　　　考

Ａ　ピンアタッチ
メントなし

ラ
イ
ナ
ー

Ｂ　ピンアタッチ
メントあり

そ
の
他

その他の部
品

断端袋

ハーネス
部品

ラ
イ
ナ
ー

ロ
ッ

ク

ア
ダ
プ
タ

コネクション
プレート

外
装
部
品

フ
ォ
ー

ム
カ

バ
ー



区分 名　　称 型　　　式
価 格

円
使　用　部　品 備　　　　考

２　ロック式
ターンテーブル付
き

77,400 啓愛　A3-2-2 固定膝あぐら付（チューブアダプタ付）

132,700 オットーボック　3R39 マニュアルロック膝継手　小児用
115,000 ラポック　C0720 手動ロック膝（小児用）
52,800 徳林　TK-1C1 小児用単軸膝継手

198,400 オズール　OP4 荷重ブレーキ付空圧膝継手
272,300 オットーボック　3R92 荷重ブレーキ膝継手　空圧式　チューブ付
288,000 ナブテスコ　NK-1 空圧膝継手・ピラミッド
294,600 ナブテスコ　NK-1s 空圧膝継手・ピラミッド（伸展補助バネ）
281,300 ラポック　M0770 BASS（空圧　荷重ブレーキ膝カーボンフレーム）

281,300 ラポック　M0771 P-BASS（空圧　荷重ブレーキ膝カーボンフレー
ム）

315,600 ナブテスコ　NI-C111 t 単軸・荷重ブレーキ付・ピラミッド
328,900 ナブテスコ　NI-C112 単軸・荷重ブレーキ付・インテリジェント膝継手

98,600 オズール　OFM2 単軸荷重ブレーキ付膝継手（ロック切替機能付）

63,800 オットーボック　3R15 荷重ブレーキ膝継手
147,600 オットーボック　3R49 荷重ブレーキ膝継手　チタン
217,800 オットーボック　3R90 荷重ブレーキ膝継手　バネ内臓　チューブ付
99,900 ホスマー　60236 荷重ロック膝キット
88,500 ホスマー　60785 アルミ荷重ブレーキ膝

104,500 ホスマー　60794 チタン荷重ブレーキ膝
72,700 ラポック　3R15 荷重ブレーキ膝
75,700 啓愛　A1-2-N 安全膝 極長断端用
83,000 啓愛　A2-2 安全膝あぐら付　販売中止 ただし２０１９年度

まで修理対応可能

79,100 高崎　TG1011 荷重ブレーキ膝
297,600 オズール　OHP3 四軸空圧膝継手（回転中心位置調整機構付）
198,400 オズール　OP5 四軸空圧膝継手
405,500 オズール　PASO 四軸空圧膝継手（自動空圧調整機構付）
242,000 オットーボック　3R106 四節リンク空圧膝継手　チューブ付
296,400 オットーボック　3R106-PRO 多軸空圧膝継手　アクティブ
175,400 オットーボック　3R78 多軸空圧膝継手 低活動用
179,500 ラポック　M0750-A HRC4本リンク膝（大腿切断用）（アルミフレーム

カーボンリンク）

179,500 ラポック　M0755-A HRC4本リンク膝（膝離断用）（アルミフレーム
カーボンリンク）

211,700 徳林　TGK-4P00 空圧式四軸膝継手
211,700 徳林　TGK-4P01P 空圧式四軸膝継手（ミニ）
225,000 徳林　TGK-4P10 空圧式四軸膝継手（膝離断用）
254,100 徳林　TGK-5PSOH 空圧式五軸膝継手
100,400 徳林　TK-4P00S Hy-Stan空圧式四軸膝継手
388,000 Proteor　1P110 ハイディール
590,500 オズール　CKN10000 4バーXC
487,500 オズール　OH7 四軸油圧膝継手（3バルブ）
424,000 オズール　TK2000 トータルニー2000（油圧）
681,800 オズール　TK2100 トータルニー2100（油圧）
296,400 オットーボック　3R46 膝離断用油圧膝継手
332,500 オットーボック　3R55 多軸油圧膝継手
472,500 オットーボック　3R60-EBS EBS多軸膝継手　バウンシング機構
492,500 オットーボック　3R60-PRO 小型EBS多軸膝継手　バウンシング機構
372,500 ナブテスコ　NK-6 バウンシング膝継手
397,500 ナブテスコ　NK-6+L ロック付バウンシング膝継手
530,500 ブラッチフォード　KX06 KX06（耐水仕様）
323,500 ラポック　M0780 Swan（油圧　バウンシング膝）
377,500 ラポック　M0782 Swan+LK（油圧　ロックつきバウンシング膝）

370,500 ラポック　M0786 Swan100（油圧　バウンシング膝）
392,500 ラポック　M0787 Swan100+LK（油圧　ロックつきバウンシング膝）

412,500 徳林　Ｘ60 油圧式4軸膝継手
356,500 ナブテスコ　NI-C411 4軸4節リンク機構ピラミッド
365,500 ナブテスコ　NI-C412 4軸4節リンク機構十字滑り子式
356,500 ナブテスコ　NI-C414 4軸4節リンク機構皿タイプ
612,500 徳林　TGK-5PSOIC 空圧式五軸膝継手アドリブ２（旧オートパイロッ

ト）

１　遊動式　油圧
コンピューター制
御

1,954,000 ナブテスコ　NE-Z4 四軸油圧電子制御膝継手アルクス

155,600 オズール　BKN12500 バランスニー（伸展補助バネ）
177,800 オズール　OFM1 四軸膝継手（ロック切替機構付）
102,800 オズール　OM8 四軸膝継手（回転中心位置調整機構付）
310,000 オズール　TK-1900 トータルニー1900（ポリマー摩擦）
94,400 オットーボック　3R20 ハーベルマン膝継手

146,400 オットーボック　3R21 膝離断用多軸膝継手　伸展補助
158,500 オットーボック　3R36 ハーベルマン膝継手　チタン
226,200 オットーボック　3R62 バウンシング膝　低活動用　ロック付
239,500 ラポック　M0741 ZebraS
254,100 ラポック　M0781 SwanS
126,900 高崎　TG1017 四軸空圧膝
136,200 高崎　TG1027 四軸油圧膝
129,400 徳林　TGK-4000 四軸膝継手
58,000 徳林　TK-4000S Hy-Stan　四軸膝継手

288,500 オズール　TK-1100 小児用トータルニー膝継手
130,600 オットーボック　3R66 多軸膝継手　小児用
382,500 オットーボック　3R67 油圧多軸膝継手 小児用
66,000 徳林　TK-40C 小児用四軸膝継手

176,100 オズール　BKN12511 バランスニー ロックタイプ
160,900 オットーボック　3R23 膝離断用膝継手　マニュアルロック
113,700 高崎　TG1037 四軸手動固定膝（極長断端又は膝離断用）

１　遊動式　空圧
コンピューター制
御

１　遊動式　スプ
リングその他

１　遊動式　小児
用

膝
継
手

Ｃ　多軸膝

２　ロック式
ロック

空圧

空圧、コンピュー
タ制御

Ｂ　安全膝

スプリングその他

１　遊動式　空圧

１　遊動式　油圧

Ａ　単軸膝

２　ロック式　小
児用



区分 名　　称 型　　　式
価 格

円
使　用　部　品 備　　　　考

13,900 ウィローウッド　2LTC-1208 CC2L-TAJ足継手
14,700 オズール　A-833100 SACH足部アダプタステン　アルミ
26,900 オズール　A-835100 SACHフットアダプタ
16,400 オットーボック　2R31 SACHフット用アダプター　チタン
15,200 オットーボック　2R54 SACHフット用アダプター　アルミ
6,600 オットーボック　2R8 SACHフット用アダプター　ステンレス
14,900 バウアーファインド　G-025-

M10
SACHフットアダプタチタン M10

25,400 ピー・オー・テック　POTEC
SA-1

チタン製サッチフットアダプター

13,800 ホスマー　60273 チタンSACHアダプター
8,300 ホスマー　60405 ステンSACHアダプター
5,700 ラポック　M1305 ピラミッドつきSACHアダプター
8,000 ラポック　M1308 ピラミッドつきSACHアダプタ（J-Foot L用）
7,800 啓愛　K-AL69SS サッチアダプター　ステンレス
19,500 啓愛　K-AL69TI サッチアダプター　チタン
4,500 徳林　FA156 足継手
17,900 啓愛　A1-4 SACH用アダプター
6,700 高崎　TG3023 SACHアダプター

150,800 オズール　QAP125-size クイックアライン
19,100 ブラッチフォード　409012 シアトルライト/マルチフレックス足関節用アダ

プター FIT.KIT-SEATTLE L/F-M/F ANK.

372,500 ブラッチフォード　BRIO30 差高調節 ブリオ
208,100 ラポック　M1085 ピッチアジャスター（M1180 J-Foot L専用品）

5,700 高崎　TG2075 ＳＡＣＨ用受け皿
5,700 高崎　TG2075S ＴＧ２０７５軽量用
11,100 ウィローウッド　PPF-1208 小児用足継手
17,700 オズール　AJ-833100 小児用SACH足アダプタ
9,900 オットーボック　2R40=1及び

2R40=2
SACHフット用アダプター　小児用

10,300 ラポック　C1305 SACHアダプタ（小児用）
10,900 徳林　TAC-00 小児用SACH足継手
26,900 ウィローウッド　SAF-00100 オハイオ単軸足部用　足継手
13,300 オットーボック　2R10 足継手　単軸フット用　ステンレス
42,600 オットーボック　2R33 足継手　単軸フット用　チタン
30,100 オットーボック　2R51 足継手　単軸フット用　アルミ
67,200 ラポック　M1035 ピラミッドつきスーパーアンクル

101,500 ラポック　M1055 ピラミッドプラグつき正座用足継手
17,400 ラポック　M1011 単軸足継手
60,700 ラポック　SL1010-A 輪ゴム式足継手
27,700 啓愛　A1-5 一軸足関節
42,600 啓愛　A2-5 F.J.足継手（アライアメント・アダプター）　販

売中止 ただし２０１９年度まで修理対応可能

28,100 ラポック　M1002 踵高調節型足継手
27,900 高崎　TG3025 踵高調節継手
5,700 高崎　TG2065 足関節用アライメント受け皿
5,700 高崎　TG2065S ＴＧ２０６５軽量用
23,300 高崎　TG3026 単軸足継手

２　多軸足用　ピ
ラミッド

69,000 ラポック　M1025 ピラミッドプラグつきゴム座式足継手

28,400 ブラッチフォード　379342～
379344

マルチフレックス足関節標準用 MULTIFLEX ANKLE
30mm

28,400 ブラッチフォード
379538/379540/379541

マルチフレックス足関節軽労用 MULTIFLEX ANKLE
LD 30mm

7,800 ウィローウッド　700-200 ソケットブロック（発泡フォーム付）
7,800 ウィローウッド　700-250 ソケットブロック（発泡フォーム無し）
7,800 ウィローウッド　LLV-01041 リムロジック用ラミネーションブロック
9,200 オットーボック　5R1 ソケット取付用ブロック（大腿・下腿用）
8,300 バウアーファインド　W013 ソケット取付用ブロック
72,600 ブラッチフォード　189113 アライメントアダプタ積層ソケット用 FOR

LAM.SKT.

3,700 高崎　TG2113 ソケット取付プレート(木製ブロック)
7,600 徳林　TWB-4 木ブロック
7,800 ウィローウッド　PPF-700-250 小児用ソケットブロック

3,800 オットーボック　5R9 ソケット取り付けブロック　小児用
3,100 徳林　TWB-C 小児用木ブロック
21,800 ウィローウッド　FND-268000 ソケット直結回旋付ピラミッドアダプタ（メス）

21,800 ウィローウッド　FND-268001 ソケット直結回旋付ピラミッドアダプタ（オス）

23,100 オズール　A-135100 雄ピラミッドソケット　アダプタ
25,800 オズール　L-272000 アイスロック211用　チタンピラミッド　272
12,900 オズール　L-273000 アイスロック211用　ステンピラミッド　273
34,500 オズール　L-672000 アイスロック600シリーズ672チタン製ピラミッド

15,400 オズール　L-673000 アイスロック600用　チタンピラミッド　673
21,000 オズール　L-773000 Icelock773ステンレスピラミッド
24,700 オットーボック　4R100 下腿義足用ソケットアダプター　チタン
29,600 オットーボック　4R111 ラミネーションアンカー調節ネジ・回旋機構付

25,800 オットーボック　4R116 ラミネーションアンカーピラミッド回旋機構付

15,600 オットーボック　4R119 屈曲羽付きラミネーションアンカー回旋機構付き

29,600 オットーボック　4R41 ラミネーションアンカー（回旋機構付）
17,600 オットーボック　4R42 ソケットアダプター（ピラミッド付）
10,900 オットーボック　4R63 下腿義足用ソケットアダプター　ステンレス
17,700 オットーボック　4R68 下腿義足用ソケットアダプター　アルミ
25,800 オットーボック　4R89 ラミネーションアンカーピラミッド回旋機構付

23,400 オットーボック　4WR95=1 ラミネーションアンカー　ウォータープルーフ
ピラミッドレシーバー

22,000 オットーボック　4WR95=2 ラミネーションアンカー　ウォータープルーフ
ピラミッド

23,900 バウアーファインド　G-018S ソケット直結アダプタ　回旋式メス

義
足
調
整
用
部
品

四つ穴取り付けブ
ロ
ッ

ク

小児用

ソケットアダプ
タ・ピラミッド

コ
ネ
ク
タ

１　単軸足用　ク
ランプアダプタ

１　単軸足用　踵
高調整機能付き
１　単軸足用　そ
の他

足
継
手

Ｂ　遊動式

２　多軸足用　ク
ランプアダプタ

ピラミッド（オ
ス）

クランプアダプタ

その他

Ａ　固定式（ＳＡ
ＣＨ足用）

小児用

１　単軸足用　ピ
ラミッド（オス）



区分 名　　称 型　　　式
価 格

円
使　用　部　品 備　　　　考

36,500 ピー・オー・テック　POTEC
DA-1

チタン製ソケット直結用アダプター

29,200 ブラッチフォード　409041 ピラミッドシフトアダプター短　PYRAMID SHIFT
ADAPTOR (SHORT)

29,200 ブラッチフォード　409042 ピラミッドシフトアダプター長　PYRAMID SHIFT
ADAPTOR (LONG)

17,300 プロテオール　1K173 ３長羽オスピラミッド付ソケットコネクタ
18,300 プロテオール　1K204 ４短羽オフセットオスピラミッド付ソケットコネ

クタ

21,100 ホスマー　60312 AK回旋付ソケットアダプター　ピラミッドレシー
バー

9,900 ホスマー　60324 BKソケットアダプター
11,700 ホスマー　60325 AKソケットアダプターピラミッド
11,300 ホスマー　60457 BKソケットアダプター
26,500 ホスマー　60576 AK回旋付ピラミッドアダプター
27,000 ラポック　M0240 支柱つきプラグ（M0261を組込むことで吸着可

能）

14,900 啓愛　K-CN14AL 4短羽コネクター穴明ピラミッド付　アルミ
10,600 啓愛　K-CN14SS 4短羽コネクター穴明ピラミッド付　ステンレス

25,200 啓愛　K-CN14TI 4短羽コネクター穴明ピラミッド付　チタン
24,800 オズール　A-114030 3羽ソケット直結アダプタ
24,800 オズール　A-114040 4羽ソケット　直結アダプタ
23,500 オズール　M618500 3羽ソケット直結アダプタ

（PASO/OH7/OHP3/OP5/OFM1用スクリュートップア
ダプタと併用）

20,100 プロテオール　1K179 ３長羽回旋調整付ソケットコネクタ
38,300 ラポック　M0231-A 支柱つきねじ受金（薄型）（ステンレス）
31,200 ラポック　M0232 支柱つきねじ受金
42,600 ラポック　M0233 強支柱つきねじ受金
28,400 啓愛　K-CN13FTI 3長羽フレキシブル回旋ベース チタン
22,700 啓愛　K-CN13SS 3長羽回旋ベース　ステンレス
13,900 オズール　A-122100 4穴ソケットアダプタ アルミ
24,800 オズール　A-125100 4穴ソケットアダプタ チタン
15,700 オズール　L-674000 アイスロック674 4穴アルミニウム
34,200 オズール　L-675000 アイスロック675 4穴チタン
54,700 オズール　M-100101 ＭＳＳ専用コネクタ
4,900 オットーボック　5R2 ラミネーションディスク
11,300 オットーボック　5R6=1 真空成型用ソケットアダプタ　大
11,300 オットーボック　5R6=2 真空成型用ソケットアダプタ　中
11,300 オットーボック　5R6=3 真空成型用ソケットアダプタ　小
20,100 ラポック　M0290 ラミネーションアンカー
19,300 オズール　1970862 ソケット直結ループアダプタ
45,800 オズール　A-144300 ソケット直結メスピラミッド
14,900 オズール　L-774000 Icelock774アルミニウム4穴
33,300 オットーボック　2G120 ラミネーションアンカー 1C20用
21,700 オットーボック　4G70 膝義足用ラミネーションアンカー
24,100 オットーボック　4R170=1 ソケットスライドアダプター 大
24,100 オットーボック　4R170=2 ソケットスライドアダプター 小
6,300 オットーボック　4R173 ピラミッドレシーバー 4R170用
1,200 その他のTC型ソケット取付金具

99,200 ブラッチフォード　019914 股継手ソケットフィッティングキット・ポリプロ
用　E4BHD/POLYPROP　販売中止 ただし２０１９
年度まで修理対応可能

94,600 ブラッチフォード　189117 アライメントアダプタ・メタルソケット用
MET.SKT.100mm

94,600 ブラッチフォード　189118 アライメントアダプタ・メタルソケット用
MET.SKT.115mm

81,000 ブラッチフォード　189127 膝継手上部取付ピラミッド FULL ALIGN. PYRAMID

24,800 ブラッチフォード　189805 AKアライメントキット・短縮用 SHORTENING KIT
10mm

46,200 ブラッチフォード　189806 AKアライメントキット・標準　AK.ALIGN.KIT
10mm

33,600 ブラッチフォード　189807 AKアライメントキット・伸張用 LENGTHENING KIT
10mm

33,600 ブラッチフォード　189808 AKアライメントキット・短縮用 SHORTENING KIT
5mm

35,000 ブラッチフォード　189906 BKアライメントキット　BK.ALIGN KIT
30,600 ブラッチフォード　189907 BKアライメントキット・伸張用 LENGTHENING KIT

10mm

29,200 ブラッチフォード　239017 膝継手上部取付ピラミッド PYRAMID ADAPTOR
CaSTANCE SHIN

65,300 ブラッチフォード　339240 下腿長断端用アダプター　LONG STUMP ADAPT.
KIT 30mm

9,500 ラポック　M0205 支柱つき皿（8mmボルト）
9,500 ラポック　M0206 支柱つき皿（8mmボルト）
22,700 ラポック　M0207 軽量支柱つき皿(チタン)
10,600 ラポック　M0215 サイム用支柱つき皿用（10mmボルト）
15,600 ラポック　M0218 サイム用支柱つき皿（J-Foot L)
12,700 ラポック　M0225 支柱つき皿（膝離断用）
9,500 ラポック　M0280 サーモプラスチックソケットキット
23,200 啓愛　A1-11-1 大腿P.S.アダプター
11,300 啓愛　A1-11-2 下腿P.S.アダプター
4,700 高崎　TG2012 ソケット取付プレート（丸型）
6,200 高崎　TG2085 角度付き受け皿（股離断用前傾角度付き）
7,000 高崎　TG2112 ソケット取付プレート（羽根型）
7,900 徳林　TSC-A ワイヤーソケットコネクタ（大腿用）
11,700 徳林　TSC-KD L字型ソケットコネクタ
23,700 ウィローウッド　700-SP471 サクションピラミッド
39,700 ウィローウッド　FND-134125 4ホールスライドピラミッドアダプタ

42,600 ウィローウッド　FND-224150 4ホールスライド回旋機能付ピラミッド　（旧
FND-134150)

14,200 ウィローウッド　FND-227014 4ホールピラミッド（オス）

19,800 ウィローウッド　FND-228003 4ホール回旋付ピラミッド（オス）

義
足
調
整
用
部
品

ソケットアダプ
タ・四穴

ソケットアダプ
タ・その他

四穴・ピラミッド
（オス）

ソケットアダプ
タ・ピラミッド

ソケットアダプ
タ・３６φベース

コ
ネ
ク
タ



区分 名　　称 型　　　式
価 格

円
使　用　部　品 備　　　　考

15,300 ウィローウッド　FND-994000 ラミネーション用ピラミッド（オス）

13,900 ウィローウッド　FND-994100 4ホールピラミッド（オス）

13,900 ウィローウッド　FND-994105 4ホールピラミッド（オス）5mmオフセット

13,900 ウィローウッド　FND-994110 4ホールピラミッド（オス）10mmオフセット

9,000 オズール　A-233100 4穴雄ピラミッド
17,700 オズール　A-235100 4穴オスピラミッド チタン
35,000 オズール　A-235300 4穴雄ピラミッド回旋式 チタン
27,100 オズール　A-235400 4穴雄ピラミッド 8mmオフセット
4,800 オットーボック　4R23 ソケットアダプター　（ピラミッド付）
11,200 オットーボック　4R54 ソケットアダプター　（ピラミッド付）チタン

18,700 オットーボック　4R73=A オフセットソケットアダプター　ピラミッド付

18,700 オットーボック　4R73=D オフセットソケットアダプター　ピラミッド付

7,100 オットーボック　4R74 ソケットアダプター　ピラミッド付
27,200 オットーボック　4R77 ソケットアダプター　ピラミッド回旋機構付
12,200 ダウ　GUPT-M4H ４ホールピラミッド（オス）
7,500 プロテオール　1K205 ４つ穴オスピラミッド付コネクタ
13,600 ホスマー　60254 チタン４ホールピラミッド
7,800 ホスマー　60416 ステン４ホールピラミッド
34,000 ラポック　M0292 回旋プラグつき4穴コネクタ（M02-001の使用で吸

着可能

18,900 啓愛　K-CN24TI 4穴コネクター 穴明ピラミッド付　チタン
15,900 ウィローウッド　FND-227004 4ホールピラミッド（メス）

19,800 ウィローウッド　FND-228002 4ホール回旋付ピラミッド（メス）

10,600 オズール　A-242100 4穴雌ピラミッド　アルミ
47,300 オズール　A-242500 4穴雌ピラミッド20/20オフセットアダプタ
24,400 オズール　A-245100 4穴メスピラミッド チタン
29,600 オズール　A-245300 4穴雌ピラミッド回旋式チタン
6,100 オットーボック　4R22 ソケットアダプター　(調節ネジ付)
19,400 オットーボック　4R37 ソケットアダプター　（調節ネジ・回旋調節付）

29,800 オットーボック　4R51 ソケットアダプター（調節ネジ・回旋機構付）

15,600 オットーボック　4R55 ソケットアダプター　（調節ネジ付）チタン
6,800 オットーボック　4R95 ソケットアダプター調節ネジ付　アルミ
8,200 プロテオール　1K172 ４つ穴メスピラミッド付コネクタ
24,800 ホスマー　60293 チタン回旋付アダプター
16,100 ホスマー　60435 ステン回旋付アダプター
13,400 オズール　A-322100 4穴チューブクランプ
23,800 オズール　A-325100 4穴チューブクランプ チタン
30,200 オズール　L-661000 アイスロック600用　アダプタ
15,000 ラポック　M0270 ４穴すべり子
14,200 ラポック　M0271 ４穴ねじ受金
4,850 ラポック　M0275 ４穴プレート
22,100 啓愛　K-CN23TI 4穴回旋ベース　チタン
12,200 徳林　TKC-S スライドコネクタ
6,200 徳林　TSC-PSDC
4,600 徳林　TSC-T 熱可塑性ソケットコネクタ
20,000 オズール　A-533100 雄ピラミッドダブル　アダプタ
27,400 オズール　A-535100 オスダブルアダプタ チタン
9,000 オットーボック　4R76 ダブルピラミッドアダプター
7,800 オットーボック　4R78 ダブルピラミッドアダプター
32,600 オットーボック　6A53 スライドアダプター ピラミッド/ピラミッド
15,300 ナブテスコ　N-S201
8,300 プロテオール　1K190 ダブルオスピラミッドコネクタ
42,600 ラポック　M0550 ダブルプラグ（Ti）
45,600 オズール　A-554700 オスメスダブルアダプターオフセット付
16,800 オットーボック　4R84 ダブルアダプター ピラミッド調節ネジ付
32,600 オットーボック　6A54 スライドアダプター ピラミッド/ピラミッドレ

シーバー

47,500 ナブテスコ　N-D114 スライドコネクタ
50,200 ラポック　M0545-34 プラグつきジャック34（Ti）
52,800 ラポック　M0545-38 プラグつきジャック38（Ti）
29,800 高崎　TG2203 ＰＹ十字アライメントアダプタ
20,300 ウィローウッド　FND-228032 ダブルアダプタ（チタン）32mm

21,300 ウィローウッド　FND-228045 ダブルアダプタ（チタン）45mm

22,400 ウィローウッド　FND-228060 ダブルアダプタ（チタン）60mm

23,400 ウィローウッド　FND-228075 ダブルアダプタ　75mm

21,800 オズール　A-542110 ダブルアダプタ32mmアルミ
23,200 オズール　A-542120 ダブルアダプタ45mmアルミ
24,500 オズール　A-542130 ダブルアダプタ60mmアルミ
26,400 オズール　A-542140 ダブルアダプタ75mmアルミ
40,000 オズール　A-545110 メスダブルアダプタ 32mm チタン
41,600 オズール　A-545120 メスダブルアダプタ 45mm チタン
42,100 オズール　A-545130 メスダブルアダプタ 60mm チタン
42,600 オズール　A-545140 メスダブルアダプタ 75mm チタン
30,200 オットーボック　4R104=60 スライド式ダブルアダプター　60mmチタン
31,200 オットーボック　4R104=75 スライド式ダブルアダプター　75mmチタン
32,200 オットーボック　4R72=32 ダブルアダプター　チタン　32mm
32,200 オットーボック　4R72=45 ダブルアダプター　チタン　45mm
33,500 オットーボック　4R72=60 ダブルアダプター　チタン　60mm
33,900 オットーボック　4R72=75 ダブルアダプター　チタン　75mm
47,500 ナブテスコ　N-D231 調整式デュアルコネクタ60～75mm
27,500 ホスマー　60306 チタンデュアルアダプター 32mm
27,500 ホスマー　60439 チタンデュアルアダプター 45mm
29,600 ホスマー　60440 チタンデュアルアダプター 60mm
30,600 ホスマー　60441 チタンデュアルアダプター 75mm
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ダブルアダプタ
（オス・メス）

ダブルアダプタ
（メス・メス）

四穴・ピラミッド
（オス）

四穴・ピラミッド
（メス）

四穴・その他

ダブルアダプタ
（オス・オス）
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区分 名　　称 型　　　式
価 格

円
使　用　部　品 備　　　　考

24,100 ラポック　M0540-32 ダブルジャック　32mm
24,100 ラポック　M0540-35 ダブルジャック　35mm
24,100 ラポック　M0540-40 ダブルジャック　40mm
28,400 ラポック　M0540-45 ダブルジャック　45mm
28,400 ラポック　M0540-50 ダブルジャック　50mm
28,400 ラポック　M0540-55 ダブルジャック　55mm
28,400 ラポック　M0540-60 ダブルジャック　60mm
31,200 ラポック　M0541-32 ダブルジャック 32mm（チタン）
31,200 ラポック　M0541-35 ダブルジャック 35mm（チタン）
31,200 ラポック　M0541-40 ダブルジャック 40mm（チタン）
31,200 ラポック　M0541-45 ダブルジャック 45mm（チタン）
32,600 ラポック　M0541-50 ダブルジャック 50mm（チタン）
32,600 ラポック　M0541-55 ダブルジャック 55mm（チタン）
32,600 ラポック　M0541-60 ダブルジャック 60mm（チタン）
25,800 啓愛　K-CN55H32TI ダブルピラミッドレシーバー32mm　チタン
28,200 啓愛　K-CN55H45TI ダブルピラミッドレシーバー45mm　チタン
31,000 啓愛　K-CN55H60TI ダブルピラミッドレシーバー60mm　チタン
33,600 啓愛　K-CN55H75TI ダブルピラミッドレシーバー75mm　チタン
3,000 ラポック　M0500-0 十字すべり子（0mm）
9,500 ラポック　M0500-10～50 十字すべり子（10,20,30,40,50mm）
9,500 ラポック　M0515 十字すべり子延長継手（50mm）
2,500 徳林　TAH-1 スペーサー（1インチ）
3,600 徳林　TAH-1 1/2 スペーサー（1　1/2インチ）
1,800 徳林　TAH-1/2 スペーサー（1/2インチ）
3,600 徳林　TAH-2 スペーサー（2インチ）
11,000 オズール　A-134300 直結アダプタ用ピラミッド　ステンレス
24,800 オズール　A-135300 ソケット直結オスピラミッド チタン
13,900 プロテオール　1K182 φ36mmネジ式オスピラミッドアダプタ
16,700 ホスマー　60544 ステンソケット用ピラミッドアダプタ
14,200 ラポック　M0450 ねじつきプラグ
17,800 ラポック　M0460 ねじつきジャック
19,100 啓愛　K-CN46TI 回旋穴明ピラミッド　チタン
20,000 Proteor　1K160 ニーコネクタ
11,400 ウィローウッド　FND-135105 フォーワードアングルオフセットプレート

11,400 ウィローウッド　FND-135107 リバースアングルオフセットプレート

6,500 ウィローウッド　ONE-TT-
LINKKIT

ワンリンク

9,900 オズール　1970863 膝継手近位オスピラミッドアダプタ
（PASO/OH7/OHP3/OP5/OFM1用）

56,800 オズール　A-342430 固定式14.5mm オフセットアダプタ
23,500 オズール　L-180001 アイスロック100　注型キット
33,900 オズール　M631100 膝継手近位IKFアダプタ オスピラミッド付

（PASO/OH7/OHP3/OP5/OFM1用）

25,800 オットーボック　4R101 スライディングアダプター　アルミ
11,700 オットーボック　4R44=L ピラミッド　レシーバー　ネジ式
26,900 オットーボック　4R50 ピラミッド　アダプター　ネジ式
15,600 オットーボック　6A41 スライディングプレート
1,300 その他のソケット固定バンド

17,000 ナブテスコ　N-J201
22,700 フリーダムイノベーションズ

AC124
シルエット用インサート

27,600 プロテオール　1D46 メスピラミッド付チューブコネクタ
16,300 プロテオール　1D52 メスピラミッド付チューブコネクタ
23,900 ホスマー　60950 ピラミッドレシーバー凹溝付
20,400 ホスマー　60951 ピラミッドレシーバー凸溝付
23,800 ホスマー　60952 ピラミッド凹溝付
26,400 ホスマー　60953 ピラミッド凸溝付
20,400 ホスマー　60955 凹凸付アダプター
20,400 ホスマー　60956 ４ホールプレート凸溝付
9,900 ラポック　M02-001 M0292用吸着ピラミッドキット
7,700 ラポック　M0306 すべり溝つき皿受
8,900 ラポック　M0310-A 軽量パイプ継手つき皿受
2,800 ラポック　M0320 サイム用皿受
5,400 ラポック　M0328 サイム用皿受（J-Foot L)
15,600 ラポック　M0452 すべり子つきピラミッドプラグ
17,800 ラポック　M0462 すべり溝つきピラミッドジャック
5,800 高崎　TG2025 ターンテーブル上受け皿
25,200 高崎　TG2030 アライメントアダプタ十字スライド付き
16,100 高崎　TG2031 コンパクトアライメントアダプタ（軽量主に下腿

用）

4,400 高崎　TG2032 ＴＧ２０３１用ソケットプレート
5,900 高崎　TG2116 十字スライダーアタッチメント
9,600 徳林　TPS-M6
1,400 徳林　TWP-A2 ウェッジプレート（金属製・大腿用）

700 徳林　TWP-AP2 ウェッジプレート（プラスチック・大腿用）
14,300 ウィローウッド　PPF-137004 小児用4ホールピラミッド（メス）

15,900 ウィローウッド　PPF-138027 小児用ダブルアダプタ（27mm)

17,500 ウィローウッド　PPF-138051 小児用ダブルアダプタ（51mm)

14,300 ウィローウッド　PPF-227014 小児用4ホールピラミッド（オス）

19,800 ウィローウッド　PPF-GKIT 小児用グロウスキット
17,000 ウィローウッド　PPF-SP471 小児用サクションピラミッド
18,400 オズール　AJ-114040 小児用ソケットコネクタ（長断端用）
9,300 オズール　AJ-122100 ジュニア用4穴ソケットアダプタ
14,400 オズール　AJ-133300 ジュニア用ソケット直結オスピラミッド
9,600 オズール　AJ-142300 ジュニア用ソケット直結メスピラミッド
14,400 オズール　AJ-233100 ジュニア用4穴オスピラミッド
14,400 オズール　AJ-242100 小児用4穴メスピラミッド
24,500 オズール　AJ-831300 小児用ピラミッドアダプタ
31,900 オットーボック　4R110 ソケットアダプター　小児用回旋機構付
9,600 オットーボック　4R60 ソケットアダプター　（調節ネジ付）小児用
12,700 ラポック　C0200 ソケットホルダ（小児用）
19,900 ラポック　C0300 ソケットプラグ（小児用）
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（メス・メス）
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区分 名　　称 型　　　式
価 格

円
使　用　部　品 備　　　　考

19,900 ラポック　C0350 ソケットジャック（小児用）
7,900 徳林　TSC-WC 小児用ワイヤーソケットコネクタ（大腿用）

600 徳林　TWP-C2 小児用ウェッジプレート
11,900 オズール　1633121 膝継手近位スクリュートップアダプタ

（M36x1.5）（PASO/OH7/OHP3/OP5/OFM1用）

15,100 オズール　A-122300 ユーロ 4穴アダプタ
30,300 オズール　A-145300 直結アダプタ用ピラミッド　チタン
28,900 オズール　A-834300 トータルニー用近位ステンレスピラミッド
26,900 オズール　A-845300 トータルニー用近位ステンレスピラミッド メス

13,900 プロテオール　1K183 φ36mmネジ式メスピラミッドアダプタ
12,700 啓愛　K-CN45SS 回旋ピラミッドレシーバー　ステンレス
20,400 啓愛　K-CN45TI 回旋ピラミッドレシーバー　チタン
14,700 オズール　A-712010 パイロンチューブ ショート
15,400 オズール　A-712020 パイロンチューブ ロング
10,600 オットーボック　2R36 大腿用チューブ 34mm 150kg対応
2,800 ナブテスコ　N-P135 ストレートパイプ（φ34）
15,900 ナブテスコ　N-P233 段付パイプ（φ34-φ30）
6,800 プロテオール　1G01 φ30mmチューブ
13,400 プロテオール　N-P465 ストレートパイプφ34　420mm　アルミ　125kg対

応

4,500 ラポック　M0820 パイプ(L=250mm)
8,300 ラポック　M0821 パイプ(L=500mm)
21,400 ラポック　SL0810 チタンフィルム入りカーボンパイプ（L=250mm）

35,600 ラポック　SL0811 チタンフィルム入りカーボンパイプ（L=500mm）

10,000 啓愛　K-TB88AL チューブ　アルミ　（φ30）
2,250 高崎　TG2018 パイプ（長さ＝300mm）
3,000 高崎　TG2019 パイプ（長さ＝400mm）
2,300 高崎　TG2020 パイプ　25φ（長さ＝400mm）
2,250 高崎　TG2119 パイプ（長さ＝250mm）
20,700 徳林　TTG-14 グラファライトパイプ
4,250 徳林　TTT-17 チューブ
31,900 オズール　A-442100 雌シングルアダプタ　アルミ
39,600 オズール　A-445100 メスシングルアダプタ チタン
19,700 オズール　A-742010 雌パイロン 250mm　アルミ
21,500 オズール　A-742020 雌パイロン 400mm　アルミ
27,400 オズール　A-746010 メスパイロン ショート チタン製チューブクラン

プ／カーボンチューブ

29,200 オズール　A-746020 メスパイロン ロング チタン製チューブクランプ
／カーボンチューブ

452,500 オットーボック　2R17 チューブアダプター　Kenevo用
12,500 オットーボック　2R2 ショートチューブアダプター（200mm）

602,500 オットーボック　2R20 チューブアダプター　ジニウム用
722,500 オットーボック　2R21 トーションチューブアダプター　ジニウム用
13,000 オットーボック　2R3 ロングチューブアダプター（400mm）
21,400 オットーボック　2R37 ショートチューブアダプター　チタン
22,500 オットーボック　2R38 ロングチューブアダプター　チタン
21,800 オットーボック　2R38=10 傾斜角付チューブアダプター
21,500 オットーボック　2R49 チューブアダプター　ロング　アルミ
19,300 オットーボック　2R50 チューブアダプター ショート アルミ
25,600 オットーボック　2R57 チューブアダプター　34ｍｍショート
23,200 オットーボック　2R58 チューブアダプター　34ｍｍロング
66,000 オットーボック　2R59 チューブアダプター　チタン 34mm 延長ケーブル

付　販売中止 ただし２０２３年度まで修理対応
可能

85,900 オットーボック　2R67 トーションチューブアダプター 34ｍｍ
242,000 オットーボック　2R81 トーションチューブアダプター　Ｃレッグ用
205,700 オットーボック　2R82 チューブアダプター　Ｃレッグ用
22,000 オットーボック　2WR95 チューブアダプター　ウォータープルーフ　３４

φ

23,400 オットーボック　2WR95=1 傾斜角付チューブアダプター　ウォータープルー
フ　３４φ

20,300 オットーボック　4R72=D コネクションアダプター　30mm
13,400 オットーボック　4R75=D-70 コネクションアダプター
15,900 ナブテスコ　N-P112 アダプタ付パイプ（φ34）
24,100 ナブテスコ　N-P113 アダプタ付パイプφ34
22,700 ナブテスコ　N-P221 アダプタ付パイプ（φ30）
64,600 ブラッチフォード　19231 下腿用パイプキット 30mm　DEMOUNTABLE BK TUBE

29,800 プロテオール　N-P444 アダプタ付パイプφ34　アルミ　125kg対応
20,400 ホスマー　60245 ４００ｍｍチューブアダプター チタン
20,300 ホスマー　60246 ３００ｍｍチューブアダプター チタン
16,600 ホスマー　60429 ４００ｍｍチューブアダプター スチール
14,400 ホスマー　60430 ３００ｍｍチューブアダプター スチール
33,300 ホスマー　60558 ショートチューブアダプター チタン
14,200 ラポック　M0463 パイロンジャック
44,900 ラポック　M0860 ピラミッドジャックつきカーボンパイプ
62,000 ラポック　M0870 パイプつきジャック250（Ti)
66,600 ラポック　M0871 パイプつきジャック500（Ti）
16,800 啓愛　K-TB58AL ピラミッドレシーバーチューブ　アルミ　（φ

30）

33,700 啓愛　K-TB58H100TI ピラミッドレシーバーチューブ　100mm　チタン
（φ30）

16,600 啓愛　K-TB58SS ピラミッドレシーバーチューブ　ステンレス
（φ30）

26,500 啓愛　K-TB58TI ピラミッドレシーバーチューブ　チタン　（φ
30）

20,500 オズール　A-433110 雄シングルアダプタ　50mm　アルミ
24,500 オズール　A-433120 雄シングルアダプタ　77mm　アルミ
37,300 オズール　A-435110 オスシングルアダプタショート チタン
40,600 オズール　A-435120 オスシングルアダプタロング チタン
18,400 オットーボック　4R84=D ピラミッドパイプ
11,400 ラポック　M0451 ピラミッドプラグ
11,400 ラポック　M0451-40 プラグ(M1002用)
15,600 ラポック　M0453 パイロンプラグ
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区分 名　　称 型　　　式
価 格

円
使　用　部　品 備　　　　考

5,600 ウィローウッド　PPF-130030 小児用チューブ

24,400 オズール　AJ-712010 小児用チューブ
9,900 オットーボック　2R41=1及び

2R41=2
チューブアダプター　小児用

9,700 オットーボック　2R48 傾斜角付チューブアダプター
14,200 ラポック　C0463 パイロンジャック（小児用）
4,250 ラポック　C0801 パイプ(L=400mm)（小児用φ22）
3,400 徳林　TTC-15 小児用チューブ
9,300 ラポック　M0330 皿受つきパイプ（L=200mm）
25,600 ラポック　M0333 皿受つきカーボンパイプ
7,300 ラポック　M0520 すべり子つきパイプ（L=200mm）
13,900 オズール　A-333100 雄ピラミッドチューブクランプ アルミ
20,800 オズール　A-335100 オスピラミッド付チューブクランプ チタン
24,100 ラポック　M0455 パイプ継手つきプラグ
10,200 ウィローウッド　FND-130030 クランプアダプタ（アルミ）

21,300 ウィローウッド　FND-220030 クランプアダプタ

26,800 オズール　A-342100 チューブクランプ　アルミ
25,800 オズール　A-345100 メスピラミッド付チューブクランプ チタン
11,000 オットーボック　4R21 チューブクランプアダプター
29,600 オットーボック　4R52 チューブクランプアダプター　チタン
25,100 オットーボック　4R69 チューブクランプアダプター　アルミ
27,200 カレッジパークインダストリー

TCT30
30mmチューブクランプ　チタン

14,700 ダウ　GUPT-FCLAMP クランプアダプタ
29,800 ナブテスコ　N-D222 パイプアダプタ（φ30）チタン合金
20,800 バウアーファインド　G-017 クランプアダプタ　チタン製30φ
42,100 ピー・オー・テック　POTEC

CA-1
チタン製クランプアダプター

39,600 プロテオール　1D40 メスピラミッド付クランプアダプタ
22,100 ホスマー　60247 チタンチューブアダプター
11,700 ホスマー　60400 ステンチューブクランプ
23,800 ラポック　M0461 パイプ継手つきピラミッドジャック（アルミ　ク

ランプアダプタ）

26,300 ラポック　M0468 傾斜つきピラミッドジャック（8°）
46,200 ラポック　M0471 パイプ継手つきジャック（Ti）（チタン　クラン

プアダプタ）

17,300 啓愛　K-CA75AL ピラミッドレシーバーチューブクランプ　アルミ
（φ30）

14,300 啓愛　K-CA75SS ピラミッドレシーバーチューブクランプ　ステン
レス　（φ30）

26,800 啓愛　K-CA75TI ピラミッドレシーバーチューブクランプ　チタン
（φ30）

19,200 高崎　TG2200 ＰＹアライメントアダプタ上部
42,600 オットーボック　4R103 スライド式クランプアダプター　チタン
35,500 オットーボック　4R56 傾斜角付クランプアダプター　チタン
32,700 オットーボック　4R98 スライド式クランプアダプター30mm
22,000 ホスマー　60954 ３０ｍｍチューブクランプアダプター凹溝付
24,700 ラポック　M0412 すべり子つきパイプ継手
26,200 ラポック　M0467-10 パイプ継手つきジャック(オフセット10mm)
5,800 ラポック　M0900 アライメントスリーブ（メタル）
18,700 啓愛　A1-3 ソケットアタッチメント
41,100 啓愛　K-CA75A10TI ピラミッドレシーバーチューブクランプ　10°傾

斜　チタン　（φ30）

35,500 啓愛　K-CA75O5TI ピラミッドレシーバーチューブクランプ　5mmオ
フセット　チタン　（φ30）

66,000 啓愛　K-CA75SLTI ピラミッドレシーバーチューブクランプ　スライ
ド　チタン　（φ30）

13,400 徳林　TKC-01BK グラファイトピラミッドクランプアダプタ
Φ３４用ピラミッ
ド（オス）

24,200 オットーボック　4R82=P ピラミッド付チューブクランクアダプター 34mm
チタン

53,300 オットーボック　4R156 傾斜角付クランプアダプター 34mm 10°
53,300 オットーボック　4R156=1 傾斜角付クランプアダプター 34mm 20°
53,300 オットーボック　4R156=2 傾斜角付クランプアダプター 34mm 30°
33,000 オットーボック　4R82 チューブクランプアダプター　34mmチタン
8,000 オットーボック　4R91 チューブクランプアダプター　34mmステンレス

26,900 オットーボック　4WR95=3 クランプアダプター　ウォータープルーフ　３４
φ

12,400 ナブテスコ　N-D111 パイプアダプタ（φ34）ステンレス合金
32,600 フリーダムイノベーションズ

AC123
シルエット用コネクタ

26,900 プロテオール　N-D431 パイプアダプタφ34　アルミ　125kg対応
Φ３４用その他 31,200 オットーボック　4R88 スライド式クランプアダプター34mm

17,800 高崎　TG2005 アライメントアダプタ（角度調製用パイプアダプ
タ）

15,700 高崎　TG2005S アライメントアダプタ２５ｍｍパイプ用
7,400 高崎　TG2006 パイプクランプアダプタ（アライメント調製無

し）

7,400 高崎　TG2006S パイプクランプアダプタ（２５mmパイプ用）
9,700 高崎　TG2016 十字スライダーアタッチメント（ラポック滑り子

結合）

9,700 高崎　TG2016S ＴＧ２０１６軽量用
3,300 高崎　TG2086 パイプクランプバンド型
3,300 高崎　TG2086S ＴＧ２０８６軽量用
12,700 ウィローウッド　PPF-130000 小児用クランプアダプタ

17,300 オズール　AJ-342100 小児用クランプアダプタ
9,200 オットーボック　4R66 チューブクランプアダプター小児用
23,800 ラポック　C0461 パイプジャック（小児用）
23,800 ラポック　C0464 パイプジャック（φ30-小児用プラグ）
26,300 ラポック　C0468 傾斜ジャック（小児用）
6,050 ラポック　C0900 スリーブ(小児用φ22-φ30)
7,200 徳林　TBC-0 C.小児用クランプアダプタ

義
足
調
整
用
部
品

Φ３０用ピラミッ
ド（オス）

Φ３０用ピラミッ
ド（メス）

Φ３０用　その他

Φ３４用ピラミッ
ド（メス）

Φ２５用

ク
ラ
ン
プ
ア
ダ
プ
タ

小児用

小児用

チ
ュ
ー

ブ

その他



区分 名　　称 型　　　式
価 格

円
使　用　部　品 備　　　　考

69,700 オットーボック　4R57 ターンテーブル
266,200 ブラッチフォード　189123 ターンテーブルキット ABOVE KNEE
66,000 ラポック　M0620 ターンテーブル（チタン）
52,500 ラポック　M0630 ターンテーブル（ステンレス）
67,000 ラポック　M0640 ねじつきターンテーブル
93,400 ラポック　M0642 プラグつき ターンテーブル （チタン）
71,100 ラポック　M0680 ロテータ

151,200 ラポック　M0681 プラグつき ロテータ
93,300 ラポック　SL0250 皿受つき薄型ターンテーブル
93,400 ラポック　SL0255 ジャックつき薄型ターンテーブル
28,600 啓愛　A2-13 A1-2-N用ターンテーブル
31,800 高崎　TG2014 ターンテーブル
28,000 徳林　TKR-01 ターンテーブル
63,200 オットーボック　4R39 トーションアダプター　チューブ付
50,000 オットーボック　4R40 トーションアダプター　ソケットアダプター型

56,400 オットーボック　4R85 トーションアダプターチューブクランプ　30mm

53,300 オットーボック　4R86 トーションアダプターチューブクランプ　34mm

ショックアブソー
バー

296,500 オットーボック　4R120 デルタツイスト

23,100 オズール　TK-1170 トータルニー1100用伸展補助バネ
23,100 オズール　TK-2070 トータルニー用伸展補助バネ
14,200 ラポック　M07-001 Swanばね調節キット
4,000 啓愛　A1-1-1 リング（膝伸展用）　販売中止 ただし２０１９

年度まで修理対応可能

2,050 啓愛　A1-1-2 膝伸展用スプリング　販売中止 ただし２０１９
年度まで修理対応可能

66,000 Proteor　1A101 ダイナステップフット
42,600 Proteor　1A200 ジェリーフット

258,200 Proteor　1A400 DynaC
392,500 ウィローウッド　FFT-SIZE フュージョン
62,000 ウィローウッド　IMP-SIZE インパルス

402,500 ウィローウッド　PFDR-SIZE パスファインダー
95,500 オズール　ASPFS-SIZE アンビシャス

115,700 オズール　FAP0-size アシュア
298,200 オズール　LP Vari-Flex LPバリフレックス
848,500 オズール　PFP0xyyz プロフレックス
375,000 オズール　PLP0xyyz プロフレックスLP
488,100 オズール　PLT0xyyz プロフレックス LP トーション
429,600 オズール　PXC0xyyz プロフレックスXC
525,300 オズール　PXT0xyyz プロフレックス XC トーション
588,300 オズール　RSPE-size リフレックス　ローテート
298,200 オズール　Vari-Flex バリフレックス
428,100 オズール　VFQE-size バリフレックス（クイックアライン付）
503,400 オズール　VLXE/LRP-size LPローテート

2,209,000 オットーボック　1B1 メリディウム
84,700 オットーボック　1C10 テリオン
72,600 オットーボック　1C11 テリオンソフト

116,200 オットーボック　1C30 トライアス
248,000 オットーボック　1C40 Ｃウォーク　24～30cm
229,900 オットーボック　1C60 トリトンフット
284,300 オットーボック　1C61 トリトンVS
402,500 オットーボック　1C62 トリトン ハーモニー
211,700 オットーボック　1C63 トリトンLP
254,100 オットーボック　1C64 トリトン HD

1,252,500 オットーボック　1C66 トリトン　スマートアンクル　販売中止 ただし
２０２３年度まで修理対応可能

36,300 オットーボック　1D10 ダイナミックフット　男性用　指股付　22～30cm

36,300 オットーボック　1D11 ダイナミックフット　女性用　指股付　22～28cm

92,000 オットーボック　1D35 ダイナミックモーション　指股付　22～30cm
205,700 オットーボック　1E56 アクション
350,500 オットーボック　1E57 ローライダー　フットカバー付　22～31cm
205,700 オットーボック　1E58 アクションDP
18,400 オットーボック　1S49 SACHフット　指付　21～28cm
12,400 オットーボック　1S66 SACHフット　指付　差高18mm　22～30cm
52,800 オットーボック　1WR95=P アクアフット ウォータープルーフ アダプター付

42,600 オットーボック　1WR95=W アクアフット ウォータープルーフ
88,400 カレッジパークインダストリー

CPI-04
テンポ

257,100 カレッジパークインダストリー
CPI-06

アクセント

94,000 カレッジパークインダストリー
CPI-07

セルサス

393,100 カレッジパークインダストリー
CPI-08

ソリウス

42,300 カレッジパークインダストリー
CPI-09

ブリーズ

13,800 その他のＳＡＣＨ足部
199,600 ブラッチフォード　ESP 22-30

L/R
エスプリ　（防水仕様）

258,900 フリーダムイノベーションズ
F10

ダイナダプト

460,400 フリーダムイノベーションズ
F11

マーベリック(本体)

246,800 フリーダムイノベーションズ
FS1000

シエラ

233,500 フリーダムイノベーションズ
FS2000

パシフィカ

228,600 フリーダムイノベーションズ
FS3000

ハイランダー

233,500 フリーダムイノベーションズ
FS4000

パシフィカLP

235,900 フリーダムイノベーションズ
LP2000

LPサイム

足
部

義
足
調
整
用
部
品

伸
展
屈
曲
装
置

伸展屈曲装置

ＳＡＣＨＡ　ＳＡＣＨ足部

タ
ー

ン
テ
ー

ブ
ル

ターンテーブル

トルクアブソー
バー

ト
ル
ク
ア
ブ
ソ
ー

バ
ー



区分 名　　称 型　　　式
価 格

円
使　用　部　品 備　　　　考

475,500 フリーダムイノベーションズ
RS1000

レネゲイト

359,500 フリーダムイノベーションズ
RS2000

ランウェイ

296,400 フリーダムイノベーションズ
RS4000

シルエット（本体）

99,200 フリーダムイノベーションズ
VS1000

セネター

422,300 フレックスフット　F・F-LPS-
SP

ロープロファイル サイム スプリットトーあり

423,400 フレックスフット　F・F-MIII-
SP

バリフレックスモジュラー スプリットトーあり

669,800 フレックスフット　F・F-RE-SP リフレックスショック スプリットトーあり

283,100 プロテオール　1A600 ダイナトレック
97,200 ラポック　M1170 J-Foot

112,500 ラポック　M1172 J-Foot Plus *24、25cmのみの展開
66,000 ラポック　M1180 J-Foot L
28,400 ラポック　SL1160 Ai SACH

197,200 リンデ　エクステンド　H100 エクステンドフット

21,800 啓愛　A1-7 SACH足部
14,200 高崎　TG3021 SACH足部（木製キール）

172,500 オズール　JRP0-size フレックスフットジュニア
180,800 オズール　VJB0-SIZE 小児用バリフレックス
31,500 オットーボック　1K10 ダイナミックフット　小児用　14～21cm
12,900 オットーボック　1S30 SACHフット　小児用　指なし　12～13cm
81,000 ラポック　C1100 ＶＩＰ（小児用足部　12～17cm）
97,200 ラポック　C1170 Ｊ・Ｊ（小児用J-Foot　18～21cm）
25,500 ウィローウッド　SAF-SIZE オハイオ単軸足部

309,300 オズール　ELPO-SIZE イレーション雄ピラミッド
385,000 オズール　PLA0xyyz プロフレックス LP アライン
23,000 オットーボック　1H38 単軸足部　指付　21～28cm

310,000 カレッジパークインダストリー
CPI-10

オデッセイ　K2

400,200 カレッジパークインダストリー
CPI-11

オデッセイ　K3

572,500 ブラッチフォード　EC 22-30
L/R

エシュロン

1,502,500 ブラッチフォード　ELAN 22-30
L/R

エラン（電子制御）

562,500 フリーダムイノベーションズ
ROM

キンテラ（油圧足継手付き足部）

18,200 ラポック　M1100 単軸足
30,300 ラポック　M1150 スーパーフット
24,900 啓愛　A1-8 一軸足部
39,300 啓愛　A1-8-N 一軸足部　販売中止 ただし２０１９年度まで修

理対応可能

15,900 啓愛　A2-8 F.J.足部　販売中止 ただし２０１９年度まで修
理対応可能

18,400 高崎　TG3022 単軸足
62,000 ウィローウッド　DWF-SIZE デュラウォーク

199,600 ウィローウッド　TBMA-SIZE トレイルブレイザーMA
350,100 オズール　FBD0xyyz DPフレクション
66,000 オズール　FBPO-size フレックスフットバランス

110,900 オズール　JBPExyyL/R バランスフットJ
395,100 オズール　TLPO-size タラックス
66,000 オットーボック　1A30 グライシンガープラスフット　指股あり
70,100 オットーボック　1M10 アジャスト

239,800 カレッジパークインダストリー
CPI-01

カレッジパークフット

267,000 カレッジパークインダストリー
CPI-02

ベンチャー

115,600 カレッジパークインダストリー
CPI-03

トリビュート

41,100 ブラッチフォード　519119～
519136

マルチフレックス　20mm差高 MULTIFLEX 4 FOOT

41,100 ブラッチフォード　519141～
519148

マルチフレックス　スリム　25mm差高 MULTIFLEX
4 FOOT-LADIES

98,000 フリーダムイノベーションズ
VS3000

ウォークテック（指股選択可、フットカバーセッ
ト）

186,300 オットーボック　1C20 プロサイム　フットカバー付　25～28cm
21,500 ラポック　M1112-L サイム用足部（24cm左）
21,500 ラポック　M1112-R サイム用足部（24cm右）
17,700 啓愛　A1-7-1 サイム用足部
2,100 ウィローウッド　SAF-00128 オハイオ単軸足部用　バンパー（青）前柔
2,100 ウィローウッド　SAF-00132 オハイオ単軸足部用　バンパー（黒）前普通
2,100 ウィローウッド　SAF-00134 オハイオ単軸足部用　バンパー（白）前硬
2,100 ウィローウッド　SAF-00140 オハイオ単軸足部用　バンパー（黄）後柔
2,100 ウィローウッド　SAF-00142 オハイオ単軸足部用　バンパー（緑）後普通
2,100 ウィローウッド　SAF-00144 オハイオ単軸足部用　バンパー（赤）後硬
1,000 カレッジパークインダストリー

AB CPI-01
カレッジパークフット用アンクルブッシュ

1,000 カレッジパークインダストリー
AB CPI-02

ベンチャーフット・トリビュートフット用アンク
ルブッシュ

1,600 カレッジパークインダストリー
FB CPI-01

カレッジパークフット用フロントバンパー

1,950 カレッジパークインダストリー
FHB CPI-02

ベンチャーフット・トリビュートフット用バン
パー

1,750 カレッジパークインダストリー
HB CPI-01

カレッジパークフット用ヒールバンパー

1,200 カレッジパークインダストリー
MP CPI-01

カレッジパークフット用ミッドスタンスパッド

2,600 ブラッチフォード　409002～
409004

マルチフレックス軽労用スヌーバーキット
L.D.M/F SNUBBER

3,200 ブラッチフォード　409007～
409009

マルチフレックス標準用スヌーバーキット
STD.M/F SNUBBER

4,600 ラポック　M10-005 踵高調節用キット　（10mm）
4,600 ラポック　M10-006 踵高調節用キット　（20mm）

バ
ン
パ
ー

バンパー足
部
調
整
用
部
品

Ｂ　単軸足部 単軸足部

Ｃ　多軸足部 多軸

足
部

Ｄ　サイム用足部 サイム用

ＳＡＣＨＡ　ＳＡＣＨ足部

小児用



区分 名　　称 型　　　式
価 格

円
使　用　部　品 備　　　　考

4,600 ラポック　M10-007 踵高調節用キット　（30mm）
4,600 ラポック　M10-008 踵高調節用キット　（40mm）
1,250 ラポック　M10-013 ヒールバンパーキット（硬度3）
1,250 ラポック　M10-014 ヒールバンパーキット（硬度4）
1,250 ラポック　M10-015 ヒールバンパーキット（硬度5）
1,250 ラポック　M10-016 ヒールバンパーキット（硬度6）
1,150 ラポック　M10-050 底屈バンパー（硬度50°度）
1,150 ラポック　M10-060 底屈バンパー（硬度60°度）
1,150 ラポック　M10-070 底屈バンパー（硬度70°度）
1,150 ラポック　M10-080 底屈バンパー（硬度80°度）
2,550 ラポック　M10-094 背屈バンパー40度
2,550 ラポック　M10-095 背屈バンパー40度H
2,550 ラポック　SL10-010 輪ゴム（SL1010-A用）
3,550 ラポック　SL10-020 底屈補助バンパー（SL1010-A用）
2,150 ラポック　SL10-040 底屈バンパー（硬度40°）（M1025用）
2,150 ラポック　SL10-050 底屈バンパー（硬度50°）（M1025用）
2,150 ラポック　SL10-060 底屈バンパー（硬度60°）（M1025用）
3,550 ラポック　SL10-100 アンテリアバンパー（踵高0mm）
3,550 ラポック　SL10-110 アンテリアバンパー（踵高10mm）
3,100 ラポック　SL10-140 背屈バンパー（硬度40°）（M1025用）
3,100 ラポック　SL10-150 背屈バンパー（硬度50°）（M1025用）
3,100 ラポック　SL10-170 背屈バンパー（硬度70°）（M1025用）
6,000 ラポック　SL10-250 ゴム座バンパー（硬度50°）（M1025用）
6,000 ラポック　SL10-260 ゴム座バンパー（硬度60°）（M1025用）
6,000 ラポック　SL10-270 ゴム座バンパー（硬度70°）（M1025用）
1,350 啓愛　A2-5-1 F.J.足継手用ゴム　販売中止 ただし２０１９年

度まで修理対応可能

780 高崎　TG4031 ヒールバンパー
2,450 高崎　TG4034 ヒールアジャストカム

ボルト 500 その他のＳＡＣＨ足部用ボルト

21,500 Proteor　1P11090 ニーキャップ
27,600 Proteor　1P50194-R ニーキャップ
9,600 オズール　2145 トータルニー2100用外装用脛骨フェルール
12,600 オズール　2150 トータルニー2100用外装用膝キャップ小
24,800 オズール　2151 トータルニー2100用外装用膝キャップ大

134,700 オズール　BIC00110 リオニー用バイオニックプロテクタ
5,900 オズール　BKN12550 バランスニ―用コスメチックカバー
66,000 オズール　LSF0-24/26-NL プロフレックスLPアライン専用下腿カバー
9,000 オズール　TK-1145 トータルニー1100用外装用フェルール
24,800 オズール　TK-1151 トータルニー1100用膝キャップ大
9,000 オズール　TK-2047 トータルニー1900・2000用外装用脛骨フェルール

12,600 オズール　TK-2052 トータルニー1900・2000用外装用膝キャップ小

24,800 オズール　TK-2053 トータルニー1900・2000用外装用膝キャップ大

2,900 ウィローウッド　CC2L-CP CC2Lコネクションプレート
900 オットーボック　2R14 コネクションプレート　2R8/2R31/2R54用

2,000 オットーボック　2R22 コネクションキャップ　2R10/2R51/2R33用
42,600 オットーボック　4G872 カバーキャップセット　1B1用
6,300 ブラッチフォード　561068～

561075
アンクルフォーム（マルチフレックス用） 22～
30　FAIR.ANKLE

1,150 ホスマー　60260 コネクター
1,550 ラポック　M12-001 ジョイントカバー（単軸足部用）
6,700 ラポック　M12-005 ジョイントカバー(スーパーフット用)
1,900 ラポック　M12-007 コネクションプレート（J-Foot用）
4,000 ラポック　M12-008 コネクションプレート（J-Foot L用）
66,000 JAFO社　FCB-LS フリーダムカバー（義足用/下腿部のみ）
15,000 Proteor　1G25-R コスメティックカバー
25,900 Proteor　1G28 コスメティックカバー
14,900 エンドフォム　EF 1092 AKフォームカバー
19,500 オズール　TK-2075 トータルニー外装用フォームカバー

112,500 オットーボック　3F1 ファンクショナル　コスメチック
20,700 オットーボック　3R24 フォームカバー
16,000 オットーボック　3R48 フォームカバー　小児用
19,400 オットーボック　3R6 フォームカバー
20,100 オットーボック　3S106 フォームカバー
20,700 オットーボック　3S107 フォームカバー
18,700 オットーボック　3S26 フォームカバー
25,500 オットーボック　3S27 フォームカバー
14,200 オットーボック　4P863 ニープロテクター　シールドインサート　4X860

用

101,600 オットーボック　4X160 ニープロテクター　Ｃレッグ用
99,200 オットーボック　4X840 プロテクター　Kenevo用

114,900 オットーボック　4X860 ニープロテクター　C-Leg用
114,900 オットーボック　4X880 プロテクター　ジニウム用
22,700 ナブテスコ　N-F111 フォームカバー
9,200 ブラッチフォード　561051 大腿用コーンフォーム450mm FAIRING THIGH-

140x190x12

7,800 ブラッチフォード　561052 大腿用コーンフォーム450mm FAIRING THIGH-
100x150x12

19,900 ラポック　C1201 Ｊカバー（小児大腿義足用）
20,900 ラポック　M1201 フォームカバー（大腿義足用・角形）
20,900 ラポック　M1202 フォームカバー（大腿用、股離断用・角形）
22,700 ラポック　M1203-L フォームカバー（大腿用、股離断用）　販売中止

ただし２０１９年度まで修理対応可能

22,700 ラポック　M1203-R フォームカバー（大腿用、股離断用）　販売中止
ただし２０１９年度まで修理対応可能

20,900 ラポック　M1207 フォームカバー（空圧膝用・角型）
16,500 高崎　TG4035 フォームカバー（大腿用）
26,400 徳林　TFC-0A フォームカバー（大腿用）　販売中止 ただし２

０１９年度まで修理対応可能

18,400 徳林　TFC-DF EVAフォームカバー（大腿用）
66,000 JAFO社　FCB-BK フリーダムカバー（下腿用）
11,300 ウィローウッド　CFB-1BK BK用フォーム
20,000 オズール　FCX0002 デュアルデシティーフォーム
6,900 オットーボック　6R18 フォームカバー　下腿用　成形済
8,800 オットーボック　6R6 フォームカバー　下腿用　軟性

外
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区分 名　　称 型　　　式
価 格

円
使　用　部　品 備　　　　考

7,900 オットーボック　6R8 フォームカバー　下腿用　硬性
14,200 トゥルーライフ　SEC201 下腿フォーム
14,200 トゥルーライフ　SEC202 下腿フォーム
9,200 ブラッチフォード

561014/561015
下腿用コーンフォーム470mm TT FAIRING PTB
85x135x27/85x155x27

26,800 フレックスフット　F・F-083 フレックスフット　フットカバー

8,800 ラポック　C1210 Ｊカバー（小児下腿義足用）
8,800 ラポック　M1210 フォームカバー（下腿用・角型）
8,900 ラポック　M1211 フォームカバー（下腿用・丸型）　販売中止 た

だし２０１９年度まで修理対応可能

8,200 ラポック　M1215 フォームカバー（下腿用・角型・硬性）
19,100 ラポック　M1244 インスタントカバー
7,400 高崎　TG4036 フォームカバー(下腿用)
7,700 川村義肢　JK-F110 JKフォームカバー
14,900 徳林　TFC-EC EVAフォームカバー（膝離断用）
6,300 オットーボック　4R32 仕上キット股義足用　２枚
41,100 オットーボック　99B120 ファンクショナル　ストッキング
2,100 オットーボック　99B14 コスメチックストッキング２枚
1,400 オットーボック　99B15 縁取り用（オットーボック99B14　と併用可）

900 オットーボック　99B22 コスメチックストッキング　小児用
2,200 ラポック　M1200 縁取り用バンド（大腿・下腿兼用）
2,000 ラポック　M1220 ストッキング（大腿用）２枚
3,400 ラポック　M1222 ストッキング（大腿用）（ダブルカバ-リングヤ-

ン糸）

1,700 ワグナー　6W014 コスメティックストッキング　AK用
1,700 ワグナー　6W015 コスメティック近位接続部品
1,450 ワグナー　6W022 コスメティックストッキング　子供用
1,500 徳林　TCS-XA
1,400 オットーボック　99B15 縁取り用（オットーボック99B16　と併用可）

1,300 オットーボック　99B16 コスメチックストッキング（下腿義足用）２枚

2,200 ラポック　M1200 縁取り用バンド（大腿・下腿兼用）
1,700 ラポック　M1230 ストッキング（下腿用）２枚
2,100 ラポック　M1232 ストッキング（下腿用）（ダブルカバーリング

ヤーン糸）

1,400 ワグナー　6W016 コスメティックストッキング　BK用
1,300 高崎　TTG4037 ストッキング下腿用（２枚）
1,500 徳林　TCS-XB

Ａ　股・大腿用 29,200 ブラッチフォード　AK-RSI 大腿カバー （全サイズ・全カラー） COVER AK

66,000 RSLスティーパー　SKY-SIZE スキナジー
39,000 ダウ　DSK-BK DAW　SKIN　(下腿用)
52,800 ダウ　DSST-BK DAW　SKIN　指又付(下腿用)
21,800 ブラッチフォード　BK-RPVC 下腿カバー （全サイズ・全カラー） COVER BK

50,800 佐藤　8-3 下腿リアルカバー
21,500 佐藤　8-5 足先リアルソックス
18,700 ESP　LYN-PA0002 リンバルブ（挟み込み式）
24,100 ESP　LYN-PA0400 リンバルブ　スライド
43,600 オズール　L-544050/L-544511 アイスロック544 MSSソケット用ユニティプレー

トキット

43,600 オズール　L-544050/L-544521 アイスロック544 MSSソケット用排気プレート
キット

61,500 オズール　L-544611/FSX80015 アイスロック544 ユニティプレートキット（専用
樹脂付）

30,100 オズール　L-544620/FSX80015 アイスロック544 排気バルブキット（専用樹脂
付）

61,500 オズール　L-544621/FSX80015 アイスロック544 排気プレートキット（専用樹脂
付）

14,400 オズール　L-551002 アイスロック551（下腿用）
11,000 オズール　L-552000 アイスロック552（大腿用）
14,700 オズール　L-641000 アイスロック641 バルブ式ロック

353,400 オズール　UXX00-size/UTF0001 ユニティバキュームシステム大腿用（FF足部との
組合せ）

349,100 オズール　UXX00-size/UTT0001 ユニティ バキュームシステム 下腿用 （FF足部
との組合せ）

6,100 オットーボック　21Y105 バルブ平ゴム　側面取付用
16,300 オットーボック　21Y12 バルブ真空成型用　ネジ式吸着バルブ
12,700 オットーボック　21Y13 バルブラミネーション用　ネジ式吸着バルブ　販

売中止 ただし２０２３年度まで修理対応可能

11,600 オットーボック　21Y14 プッシュバルブ
9,600 オットーボック　21Y21 クリックバルブ
7,800 オットーボック　21Y97 バルブ二重ソケット用　PVCチューブ付
6,100 オットーボック　4R140 ワンウェイバルブ
66,000 オットーボック　4R220 DVS ダイナミックバキュームシステム
19,800 セントリー　CTFV-CFS CTFV－CFSバルブ
13,300 トゥルーライフ　P36110 BKバルブ
8,500 ラポック　M0255 ラミネーション用吸着バルブ・リングセットリン

グセット

11,500 ラポック　M0256 フレキシブルソケット用バルブ
18,500 ラポック　M0257 吸着バルブ（大腿吸着用　低圧自動開放／閉鎖設

定可能）

22,700 ラポック　M0258 フレキシブルソケット用バルブ
6,400 ラポック　M0261 下腿用バルブ（組込式）（M0240へ組込可能）

4,950 ラポック　M0262 下腿用バルブ（貼付式）
6,000 啓愛　KI-BU-V1 ブラックバルブ　押式
6,000 啓愛　KI-BU-V2 ゴールドバルブ　引張
3,500 啓愛　KI-BU-V3 TC　バルブ
8,200 啓愛　KI-BU-V4 イスニーバルブ
6,100 小原　37B-011 大腿吸着バルブ（引く式）
6,100 小原　37B-021 大腿吸着バルブ（押す式）
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区分 名　　称 型　　　式
価 格

円
使　用　部　品 備　　　　考

18,700 オットーボック　21B37 大腿用サスペンションスリーブ
38,300 オットーボック　4R160=1 キスキット
13,900 レイブン　AKS 大腿義足懸垂用ベルト
13,100 アルプス　SFB シームレスサスペンショングリップゲルスリーブ

16,100 アルプス　SLE イージースリーブサスペンション
24,700 アルプス　VIVA バルブ付グリップゲルスリーブ
24,900 ウィローウッド　ALS-SIZE アルファハイブリッドスリーブ （旧RLS-SIZE）

7,800 ウィローウッド　LLC-SIZE リムロジックシーリングカフ
17,700 ウィローウッド　LLS-SIZE リムロジックスリーブ
38,600 オズール　F-2011-size ICEROSS　スリーブ
18,000 オズール　FLX/BAL-SIZE アイスフレックス　バランス
28,900 オズール　FLX/END-SIZE アイスフレックス　エンデュランス
13,300 オズール　MK0020x ゲニュスリーブ
9,200 オットーボック　21B4 下腿用サスペンションスリーブ（型番9101より変

更）

12,400 オットーボック　453A2 デルマプロテクション　ニースリーブ
21,300 オットーボック　453A30 プロフレックスプラス　スリーブ
13,000 オットーボック　453A40 プロフレックスプラス　スリーブ　ショート
1,200 オットーボック　454A11 ゲイター （インナースリーブ）
31,200 オットーボック　454A7 ハーモニー　ニースリーブ
7,200 シリポス　130X5 BKサスペンションスリーブ
8,400 シリポス　18181～18194 デュラゲルサスペンションスリーブ
21,300 ストレイフェネダー　30L5 コンテックススリーブ
7,300 ストレイフェネダー　3S50 ニースリーブ　プロテクター
14,200 ダウ　DGSLEV Gスリーブ
6,100 ラポック　M1600 スリップシース　（スリーブ保護）
9,200 ラポック　M1601 i-Sleeve STD　（薄型・高伸性・抗菌防臭フィル

ム加工ネオプレン）

8,100 ラポック　M1602 i-Sleeve μ　（極薄・透湿性）
4,450 レイブン　NKS ネオプレーン膝スリーブ
6,100 レイブン　RKS ラテックス膝スリーブ

ＫＢＭ
ウェッジ

10,900 フィラワー　127001 KBMウェッジ

大腿用 5,300 　
下腿用 5,600 　

67,700 オットーボック　4E50 バッテリーチャージャー
42,600 オットーボック　4E60 チャージャー　ジニウム用
84,700 オットーボック　4E70 バッテリーチャージャー　Kenevo用
18,400 オットーボック　4X157 C-Legチャージャー延長ケーブル膝用
32,600 オットーボック　757L16 ＡＣアダプター
32,600 オットーボック　757L16-3 ACアダプター　ジニウム用
7,100 ナブテスコ　N-B002 バッテリーキット（NI-Cシリーズ用）
16,700 ナブテスコ　NE-AD01 kit アルクス用ACアダプターキット
88,500 ナブテスコ　NE-BC01 kit アルクス用充電器キット
84,700 ナブテスコ　NE-SB01 kit アルクス用補助バッテリーキット
5,300 パシフィックサプライ

16180033
リオニーおよびプロプリオフット用充電器

14,100 徳林　LI179 徳林空圧式五軸膝継手用バッテリー
44,900 ウィローウッド　700-AIS480 アルファロック

42,700 オズール　L-125000 アイスロック 125 ラチェットスチールピラミッ
ド

10,200 オズール　L-19200size アイスロック　ラチェット式ピン
40,600 オズール　L-211000 アイスロック 211　クラッチロック
42,600 オズール　L-214000 アイスロック 214　クラッチロック4穴
42,600 オズール　L-214100 アイスロック 214　MSS専用
66,000 オズール　L-2143XY Icelock214 AK オフセット
7,300 オズール　L-29200size アイスロック　クラッチ式ピン
30,900 オズール　L-621000 アイスロック 621 ラチェット式ロック
29,200 オズール　L-631000 アイスロック 631 ヒモ式ロック
40,300 オズール　L-651000 アイスロック 651 スムースロック
40,300 オズール　L-721000 アイスロック 721 ラチェット式ロック
52,400 オットーボック　6A20 シャトルロック
35,500 オットーボック　6A30=10N シャトルロック　ソケット直付用
46,200 オットーボック　6A30=20 シャトルロック プラスチック ソケット直付用

55,400 オットーボック　6A40 シャトルロック マグノフレックス
29,800 カスケイド　IRS-200-AK ICE-AT（ラチェット）
11,500 カスケイド　IRS-200-MA ICE-PL（プレート）
17,300 カスケイド　IRS-200-PA ICE-PY（ピラミッドコネクタ）
35,500 カスケイド　IRS-600-AK ICE-ATC（クラッチロック）
51,400 カスケイド　IRS-600-AKT アルミボディ　クラッチロック
42,700 カスケイド　IRS-650-AKL ICE-ATCM（クラッチモジュラー）
12,700 ストレイフェネダー　16A5 ラミネーションディスク
42,600 ストレイフェネダー　30S1 クラッチロック301
47,200 ラポック　M0291 キャッチピンコネクタ
28,400 カスケイド　IRS-150-AK ICE-ATS（スモール）
22,400 フィラワー　125234 ３Sシャトルロック　レギュラー
56,700 SHINDO　SC001N LIGHT　FINE　（ライト　ファイン）
56,700 SHINDO　SC002N LIGHT　FINE（ピン無）
47,100 アルプス　ELFR イージーライナー　ピン無
42,100 アルプス　ELPX イージーライナー　スーパーストレッチ
37,800 アルプス　SPFRHD SP高密度ゲルライナー　ピン無
66,000 ウィローウッド　ALC-SIZE アルファスピリットクッションライナー
66,000 ウィローウッド　H350-SIZE アルファ　ハイブリッド クッションライナー

66,000 ウィローウッド　T350-SIZE アルファ　スマートテンプ　クッションライナー

91,400 オズール　I-CL43-size ICEROSS　デルモクッションライナー
80,700 オズール　I-CL53-SIZE ICEROSS　コンフォート　クッションライナー

101,300 オズール　I-CL63-size ICEROSS　シナジークッション
138,900 オズール　I-CT62-size ICEROSS　アクティバ
106,400 オズール　I-CW43-size ICEROSS　デルモクッションライナーウェーブ

116,700 オズール　I-CW63-size ICEROSS　シナジークッションウェーブ
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区分 名　　称 型　　　式
価 格

円
使　用　部　品 備　　　　考

66,000 オズール　M8997-size リラックスクッションライナー
68,000 オズール　MC973-SIZE プロテクトケア クッション

116,200 オットーボック　6Y400 カスタムライナー
42,600 オットーボック　6Y512 ポリウレタン3Dライナー
42,600 オットーボック　6Y81 プロシールライナー
28,800 オットーボック　6Y92 コポリマーライナー
42,600 オットーボック　6Y94 DVS ライナー
41,100 オットーボック　6Y95=C Caleo 3D クッションライナー　コポリマー
22,700 シリポス　18241～18264 デュラゲルライナー
54,100 ダウ　DCLC-SIZE クールライナー
94,300 ブラッチフォード　SBTTCP シルケアブリーズライナー
66,500 ラポック　M1515 SoftSkin S40シリコーンライナー　下腿用（クッ

ション）

49,100 啓愛　KI-PURE ピュアライナー　ピンなし
113,400 オズール　I-3663-size ICEROSS　シールインX5
124,800 オズール　I-3664-size ICEROSS　シールインX5 ウェーブ
128,200 オズール　I-4443/4446-size ICEROSS　下腿用シールインX

113,300 オズール　I-4613-Size ICEROSS　デルモシールイン・ライナー
123,900 オズール　I-47-size ICEROSS　シールインV　ウェーブ
108,200 オズール　I-7532-size ICEROSS　トランスフェモラル　シールイン
108,200 オズール　I-7632-size ICEROSS　トランスフェモラル　シールイン コニ

カル

105,700 オズール　I-8532/8632-SIZE ICEROSS　大腿用シールインX

108,200 オズール　I-TF673-size ICEROSS　トランスフェモラル　シールインX5

115,500 オズール　M8917/8918-SIZE 4シールTF
10,300 アルプス　ENCP スキンリリーバー
9,000 ウィローウッド　ALA-C アルファゲルカップ
5,300 ウィローウッド　ALA-VM アルファボリュームマネージメントパッド
18,300 オズール　I-3000-SIZE ディスタルカップ
9,600 オズール　I-610-size ICEROSS　パッド
62,000 SHINDO　SC001P LIGHT　FINE　（ライト　ファイン）
62,000 SHINDO　SC002P LIGHT　FINE（ピン有）
53,500 アルプス　ELDT イージーライナー　ピン付
46,200 アルプス　EZF EZフレックスゲルライナー
39,600 アルプス　SPDTHD SP高密度ゲルライナー　ピン付
70,100 ウィローウッド　ALL-SIZE アルファスピリットロックライナー
70,100 ウィローウッド　H352-SIZE アルファ　ハイブリッドロッキングライナー
76,200 ウィローウッド　T352-SIZE アルファスマートテンプライナー
74,400 オズール　I-0104-SIZE ICEROSS　オリジナル カバー無し
83,400 オズール　I-0124-size ICEROSS　オリジナル　カバーマトリクス有

138,700 オズール　I-1033-size ICEROSS　スポーツ
91,400 オズール　I-4013-size ICEROSS　デルモ　ロッキングライナー

106,400 オズール　I-4313-size ICEROSS　デルモウェーブ
106,400 オズール　I-4913-size ICEROSS　デルモTTコニカル
96,100 オズール　I-5303-size ICEROSS　コンフォートウェーブ
86,100 オズール　I-5406-size ICEROSS　コンフォートロッキング　ライナー

101,600 オズール　I-6003-size ICEROSS　シナジー
116,700 オズール　I-6303-size ICEROSS　シナジーウェーブ
108,200 オズール　I-7032-SIZE ICEROSS　トランスフェモラル
108,200 オズール　I-7132-size ICEROSS　トランスフェモラル　コニカル
68,000 オズール　M8915/8914-SIZE センシティブ
72,600 オズール　M8957/8958-SIZE リラックスTF
68,000 オズール　M8994/8996-SIZE リラックスライナー
68,000 オズール　MC971-SIZE プロテクトケア
45,500 オットーボック　6Y43 シリコーンシースルーライナー
66,000 オットーボック　6Y70 シリコーンジェルライナー　下腿用
72,600 オットーボック　6Y75 シリコーンジェルライナー　下腿用　抗菌加工

84,700 オットーボック　6Y78 シリコーン3Dライナー 抗菌　下腿用
77,400 オットーボック　6Y80 TFアダプトライナー　大腿用
77,400 オットーボック　6Y85 TFアダプトライナー　抗菌加工
77,400 オットーボック　6Y88 TF 3Dライナー　抗菌
28,800 オットーボック　6Y90 コポリマーライナー
32,600 シリポス　18201～18224 デュラゲルライナー　ピンつき
58,000 ダウ　DCLP-SIZE クール　ロックライナー
66,100 プロテオール　1S373 1S374 ステップウェル有
67,700 ラポック　M1510 SoftSkin S40シリコーンライナー　下腿用（ピ

ン）

90,700 ラポック　M1520 SoftSkin Air S40シリコーンライナー
108,900 ラポック　M1550 SoftSkin Air TF（大腿用ピン式）
58,900 啓愛　KI-PURE+P ピュアライナー　ピンつき
80,400 オズール　I-8301-size ICEROSS　スタビロジュニアウェーブ
80,400 オズール　I-8302-size ICEROSS　デルモジュニアウェーブ
21,300 ウィローウッド　FSDW-SIZE デュラウォーク用フットカバー
25,200 ウィローウッド　FSHA-SIZE ウィローウッド社フットカバー
27,600 オズール　FCE0xxy 足部カバーキット（バリフレックス/リフレック

スシリーズ専用）

11,600 オットーボック　2C4 フットシェル　1C40専用　修理交換用
14,900 オットーボック　2C5 フットシェル　修理交換用
50,100 オットーボック　2C7 フットシェル　1B1用
20,700 カレッジパークインダストリー

FS-01
フットシェル

25,500 フリーダムイノベーションズ
FTC3A

専用フットシェル

21,300 リンデ　エクステンド　X900 エクステンドフット用フットカバー

3,600 ウィローウッド　700-SS001 ウィローウッド社スペクトラソックス
2,500 オットーボック　SL=SPECTRA-

SOCK
スペクトラソックス

3,200 カレッジパークインダストリー
SS-01

スペクトラソック・カレッジパークフット用

3,000 フリーダムイノベーションズ
AC101

専用スペクトラソックス

3,000 フレックスフット　FCX6300-
size

スペクトラソックス

Ａ　フットカバー Ａ　フットカバー

Ｂ　スペクトラ
ソックス

Ｂ　スペクトラ
ソックス
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の
他

そ
の
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の
部
品

クッションライ
ナー

シールイン

Ａ　ピンアタッチ
メントなし

パッド

Ｂ　ピンアタッチ
メントあり

ラ
イ
ナ
ー

Ｂ　ピンアタッチ
メントあり

小児用



区分 名　　称 型　　　式
価 格

円
使　用　部　品 備　　　　考

342,500 ウィローウッド　LLV-2000 リムロジック
36,400 オズール　I-SXC0-size ICEROSS大腿用／下腿用シールインX 共通専用

シール（クラシック）

36,400 オズール　I-SXG0-size ICEROSS大腿用／下腿用シールインX 共通専用
シール（グリップ）

36,400 オズール　I-SXV0-size ICEROSS大腿用／下腿用シールインX 共通専用
シール（ボリューム）

17,300 オズール　K-190100 プレッシャーパッドセットNO1　大
9,700 オズール　M-400206 モジュラーソケット用ボトムシール
2,800 オットーボック　2R117 ソケットコネクター
28,400 オットーボック　452A1 プロシールリング
5,500 オットーボック　4F34 ロックコントロールユニット

302,500 オットーボック　4R144 ハーモニーP2　販売中止 ただし２０２２年度ま
で修理対応可能

229,900 オットーボック　4R147 ハーモニーP3
302,500 オットーボック　4R148 ハーモニーEパルス　販売中止 ただし２０２１年

度まで修理対応可能

302,500 オットーボック　4R152 ハーモニーE2
229,900 オットーボック　4R180 ハーモニー P4
25,200 オットーボック　5D1 ポーリヒエアコンタクトシステム
6,100 オットーボック　5S1 側面用空気枕
15,600 オットーボック　5S2 断端末用空気枕
4,100 カレッジパークインダストリー

ST
シェルトレッド

46,200 ナブテスコ　NE-RC02 アルクス用リモートコントローラー
12,000 ラポック　M1620 SAKAGE ストラップタイプ

（注）１　使用部品欄の「企業名　番号～番号」で範囲表示したものについては、各部品の同一価格のものであること。
　　　２　断端袋については、年間の上限額の範囲内である限り、必要な枚数を交付することができるものであること。
　　　３　フォームカバーのうち、インスタントカバーを使用する場合は、製作要素価格における外装の価格及び修理基準における外装の価格を４０％に相当
　　　４  借受け基準額については、耐用年数の２／３を償却期間として設定し、「購入基準額／償却期間（月）」を一月あたりの借受け基準額とする。

そ
の
他

そ
の
他
の
部
品

Ｃ　その他 Ｃ　その他


